グローバル時 代 の

﹁日本 庭 園 ﹂を考える シンポジウム
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「日本庭園の国際的な価値を再確認し、令和時代の日本庭園を考える」
をテーマとしたシンポジウムを
５年間の成果を振り返りつつ、
日本
［ 内容 ］ 開催いたします。海外日本庭園再生プロジェクトの一環として、
庭園の可能性や情報発信、海外の動向、庭園技術の展開などを考えます。
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日本庭園の特質から国土の景観多様性を考える
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海外日本庭園再生プロジェクトの成果と展望
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ポートランド日本庭園上席執行役員

寺下弘・今田康正

（一社）日本造園組合連合会

水眞洋子

欧州日本庭園・極東庭園芸術ネットワーク設立推進会

山田拓広

（一社）日本造園建設業協会国際委員長

鈴木誠

東京農業大学名誉教授

国土交通省緑地環境室 国際緑地環境対策官

令和時代の日本庭園の可能性

全席指定席

座席の間隔を十分に確保します

新型コロナウイルス
感染症予防対策

涌井史郎

東京都市大学特別教授

事前申込制
入場 視聴無料

リアル参加 および
オンライン参加

・入場前に検温、手指のアルコール消毒、マスク着用にご協力ください。
・受付での混雑回避のため指定時間にご来場いただくなど、入場規制を実施させていただく場合がございます。
・発熱、咳、咽頭痛等の症状がある場合や濃厚接触者であることが判明した場合、ご来場の自粛をお願いいたします。
・京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービス「こことろ」もしくは
厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」インストールへのご協力をお願いいたします。

今後の状況によっては、内容の変更や中止とさせていただく場合ございます。
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福井県立大学学長／東京農業大学名誉教授・元学長

東京都市大学特別教授

農学博士／日本庭園文化史、作庭、
ランドスケープデザイン。

農学博士／造園学・環境計画・景観政策。日本学術会議会

国立公園満喫プロジェクト・新国立競技場等の委員会委員長、

京都迎賓館庭園の監修等。
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国際博覧会（愛・地球博）会場演出総合プロデューサーなど

所長などを歴任。
日本造園学会賞、京都府文化賞功労賞など

長等を歴任。日本造園学会賞、紫綬褒章、みどりの学術賞

を歴任。日本造園学会賞、黄綬褒章、国土交通省大臣賞など

を受賞。

などを受賞。

を受賞。

［ リレートーク ］ 海外日本庭園再生プロジェクトの成果と展望
「海外日本庭園再生プロジェクト」 国土交通省緑地環境室

国際緑地環境対策官

辻野 恒一

「米国における日本庭園修復（グレンデール、
クランブルック、
ナッシュビル）」（一社）日本造園組合連合会 寺下 弘 氏・今田 康正
「欧州における日本庭園修復（ブカレスト、
ウェールズ、
ウィーン等）」（一社）日本造園建設業協会国際委員長 山田 拓広
「ポートランド日本庭園及びNAJGAの活動」 ポートランド日本庭園上席執行役員 内山 貞文
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オンライン
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入場料：無料（全席指定） 応募締切：2月28日（金）先着順
ホームページからのお申し込み

オンライン

オンライン

「欧州日本庭園ネットワークの動向」 欧州日本庭園・極東庭園芸術ネットワーク設立推進会 水眞 洋子
「海外日本庭園再生プロジェクトの成果と今後の課題」 東京農業大学名誉教授 鈴木 誠
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定員になり次第、締め切り

ハガキ・FAXでのお申し込み

右記二次元コードよりアクセスしてお申

下記必要事項をご記入のうえ、
（公財）都市緑化機構に郵送またはFAXにてお送り

し込みください。登録完了メールが届き

ください。①催し名（グローバル時代の「日本庭園」
を考えるシンポジウム）

ますのでご確認ください。申し込まれた

②氏名 ③連絡先住所 ④電話番号 ⑤FAX番号 ⑥E-mailアドレス

方全員に結果をメールでご連絡いたします。

⑦参加希望会場【リアル参加】または【オンライン視聴】どちらかを記載

● 今後のコロナ感染状況によっては、
開催形式が変更となる場合がございます。 ● 当落通知は、3月1週目を予定しております。 ● 当選された方は、当日
「入場券」
を必ずご
（公財）都市緑化機構からの各種連絡の目的にのみ使用いたします。
持参ください。● 申し込み時にご記入いただいた個人情報は、

［会場］京都大学
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［ お問合せ先 ］

京都
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「京都駅」
より
徒歩（20分）

京都市営地下鉄 国際会館行（10分）

今出川
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公益財団法人 都市緑化機構
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京大吉田キャンパス

京橋

京阪電車（特急49分）

206号系統「東山通 北大路バスターミナルゆき」に
乗車、
「京大正門前」すぐ
● 阪急電車「河原町駅」
より

201系統 ｢祇園 百万遍ゆき｣に乗車、
「 京大正門
前」すぐ
● 京都市営地下鉄

烏丸線「今出川駅」
より

201系統 ｢百万遍・祇園ゆき｣）に乗車、
「 京大正門
前」すぐ

〒101-0051 千代田区神田神保町3-2-4田村ビル2階

電話：03-5216-7191 FAX：03-5216-7195 ※月〜金 9：30〜17：00（土日祝は除く）

