特定非営利活動法人屋上開発研究会＋公益財団法人都市緑化機構
第１９回スカイフロントフォーラム

都市緑化１００年の計
～「温故知新」先人に学ぶこれからの都市緑化～
企画趣旨
第１９回となるスカイフロントフォーラムは、都市緑化の『温故知新』をテーマに取り上げました。
わが国では古来より先人が様々な場面で、防災や都市の美観形成のために知恵と技術を尽く
して緑化事業に取り組んできました。今回は、これまであまりつまびらかにされてこなかった先人
の足跡や功績を掘り起こし、それらの賜物を今後の都市緑化の場面で、いかに生かすべきかを
語っていただこうと思います。
業務繁忙の折とは存じますが、多くの皆さん多数ご参加くださいますようにお願い申し上げま
す。
記
第１９回スカイフロントフォーラム
都市緑化１００年の計
～「温故知新」先人に学ぶこれからの都市緑化～
開催日： 平成２６年４月２２日（火）
時 間： １３：３０～１７：３０（受付開始１３：１５～）
場 所： 日比谷公園・日比谷図書文化館 ホール
開会の挨拶（１３：３０～１３：４０）
輿水肇 特定非営利活動法人屋上開発研究会副理事長／
公益財団法人都市緑化機構 理事長 ／明治大学農学部 教授
講演１： （１３：４５～１５：１５）
基調講演
『温故知新・先人の知恵と技術を紡ぎ明日の都市緑化を拓く』
―東京五輪を機に日本庭園をユネスコの無形文化遺産に―
近藤三雄（こんどう みつお）
東京農業大学教授
講演２： （１５：２０～１６：２０）
『みどりの未来都市への構築』
戸田芳樹（とだ よしき）
株式会社戸田芳樹風景計画代表取締役
講演３：（１６：２５～１７：２５）
『奥深き造園技術のとばくち 』 － デザイン アンド ビルトへ －
髙橋一輔（たかはし かずすけ）
アゴラ造園株式会社代表取締役会長

閉会の挨拶（１７：２５～１７：３０）
宮下和正 公益財団法人都市緑化機構 専務理事
＊当日の都合により、講演者の発言順・時間・及びタイトルが変更される場合があります。

参加者：ディベロッパー、ゼネコン、ハウスメーカー、造園業者、設計会社、資材メーカー、
施主、学生、一般聴講者ほか
定員： ２００名
参加費：

屋上開発研究会会員／都市緑化機構会員
会員紹介
一般
学生

3,500 円（当日５,000 円）
3,500 円（当日５,000 円）
4,500 円（当日６,000 円）
1,000 円（当日２,000 円）

配布資料： 『愛しの「屋上緑化考』近藤三雄共著(東京農大出版会)
その他 PP プリント資料代は参加費用に含みます
申し込み： 別紙お申込用紙に必要事項を記入のうえ、事務局まで FAX または E-メール
添付でお送りください。
２０１４年３月１日～２０１４年４月１１日
お申し込み先着順で、定員になり次第締め切ります。
聴講券： 受付番号を押印した申込書を聴講券として FAX で返送しますので、当日ご持
参ください。
【建築 CPD／造園 CPD】（申請予定）
このフォーラムは 【建築 CPD】の認定プログラムとして「 ４ 」単位が認定されます。
【造園 CPD】の認定プログラムとして「３．５」単位が認定されます。

特定非営利活動法人屋上開発研究会 事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３ 日比谷国際ビル B136
T０３－６２０５－４０７１
F０３－６２０５－４０７２

≪会場案内図≫
日比谷図書文化館 大ホール

東京都千代田区日比谷公園１－４

地下鉄千代田線【霞が関】Ｃ４出口

徒歩 5 分

丸ノ内線【霞が関】Ｂ２出口

徒歩 5 分

日比谷線【霞が関】Ｂ２出口

徒歩 5 分

三田線

徒歩 3 分

【内幸町】Ａ７出口

参加費お振込み先： 三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店 普通口座 １０７６８６５
特定非営利活動法人 屋上開発研究会 代表 立石 真

懇親会のご案内
フォーラムの終了後に場所を移して講師と親しくお話しする懇親会を予定して
おります。この機会に是非お仲間と一緒にご参加ください。
とき
ところ
参加費

１８：００～２０：００
「LIBRARY DINING」
日比谷図書文化館 ホール すぐ隣
４０００円

フォーラムお申し込みの際にご予定をお知らせください。
懇親会の参加費は、当日懇親会場でお受けいたします。

屋上開発研究会 行 FAX０３－６２０５－４０７２
特定非営利活動法人 屋上開発研究会 ＋ 公益財団法人 都市緑化機構
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第１９回スカイフロントフォーラムへの参加を申し込みます。
参加者氏名
勤務先（所属・役職）
通学先（学部・学科）
TELor 携帯電話
FAX (必須)
E-mail
領収書の有無
参加者の所属
会員紹介者
懇親会の参加

要（会社名・個人名）

不要

（該当項目に○）

□屋上開発研究会正会員 □賛助会員 □協力会員 □学生
□都市緑化機構（賛助会員 共同研究会員） □会員紹介 □一般
（所属）
（氏名）
参加する

参加しない

■スカイフロントフォーラム参加費お振込先
三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店 普通口座 １０７６８６５
口座名 特定非営利活動法人屋上開発研究会 代表 立石 真
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
第１９回スカイフロントフォーラム 聴講券
受付番号
参加者氏名

受付番号を押印した申込書を聴講券として
FAX で返送しますので、当日ご持参ください。

特定非営利活動法人屋上開発研究会 事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３
日比谷国際ビル B136
T０３－６２０５－４０７１ F０３－６２０５－４０７２ Email info@sky-front.or.jp

《講師プロフィール》
近藤三雄（こんどう みつお）
東京農業大学教授
１９４８年横浜生まれ。東京農業大学造園学科卒業。農学博士。東京農業大学造園科学科教授
として、「造園命」の看板を掲げその普及啓蒙と都市緑化技術の開発に専心。
目黒十五庭 目黒天空庭園など屋上緑化プロジェクトを手掛け注目される。
『緑化建築論―緑で建築と都市を潤す 環境ビジネス』（創樹社）「都市緑化」（講談社）「アーバ
ンガーデニング」（講談社）『緑花評論』（環境緑化新聞社）『建築家・園芸課のための都市緑化
読本』（NTS）『愛しの「屋上緑化考』三雄共著(東京農大出版会)ほか著書多数
戸田芳樹（とだ よしき）
株式会社戸田芳樹風景計画代表取締役
広島県尾道市出身。東京農業大学造園学科卒業。東京農業大学造園科学科客員教授 登録
ランドスケープアーキテクト 一級造園施工管理技士 二級造園技能士 東京・京都にて庭師の
修行後、アーバンデザインコンサルタント（代表黒川紀章）を経て、1980 年戸田芳樹造園設計室
を設立、後に株式会社戸田芳樹風景計画と改称。 シンプルでダイナミックな空間でありながら、
暖かく柔らかい空気の味付けと、こまやかなディテールの作品を創り続けている。
1989 年東京農業大学造園大賞を受賞、1995 年修善寺「虹の郷」で造園学会賞を受賞、1996 年
から東京農業大学造園学科（現造園科学科）、1999 年から 2003 年まで千葉大学緑地・環境学
科、2002 年から京都造形芸術大学通信教育部ランドスケープコースで非常勤講師を務める。
高橋一輔（たかはし かずすけ）

アゴラ造園株式会社代表取締役会長
1941 年神戸生まれ。1964 年千葉大学園芸学部造園学科卒業後加勢造園株式会社入社
1972 年アゴラ造園株式会社設立し代表取締役就任 現在に至る
団体歴は一般社団法人日本造園建設業協会の理事・技術委員長 千葉大学園芸学部緑地・
環境学科の非常勤講師 公益社団法人日本造園学会の理事及び監事 公益社団法人日本造
園学会の理事及び監事 全国一級造園施工管理技士の会の会長等歴任
現在 東京都造園建設業協同組合理事長 職業訓練法人東京都造園高等職業訓練校長 特
定非営利活動法人 みどり環境ネットワーク！理事

