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映画「散り椿」 木村監督とある植木屋の格闘

　　　（一社）日本造園建設業協会　北陸総支部長
㈱久郷一樹園　代表取締役　久郷 愼治

話であった。
◆

　長年この館の維持管理をしてきた当
社も当時の館長も頭を抱えた。
　しかも大型クレーン車で吊り上げ、
館の裏から表まで、家屋を空中で飛び
越えて移植しなくてはならない。
　さらに、監督の指定した移植場所は、
日本庭園のセオリーからは、甚だ逸脱
した場所であった。

◆
　幾度かの激論の末、全ての責任を監
督が取ることで、根負けした私は従っ
た。
　植木屋としてのプライドと長年管理
してきた業者としての責任、監督の夢
と願いと映画にかける情熱等、ない交
ぜにして工事を進めた。
　移植工事は何とか成功したものの撮
影までの間、一本の枝も葉も枯らすこ
とは出来ない。

◆
　持てる全ての技術を投下して工事を
何とか終えた。散り椿での撮影シーン
が終わった時の安堵感は忘れられな
い。
　試写会で見たそのシーンでの散り椿
の姿は、フレームの中に見事にしっか
りと捕えられていた。
　カメラマン上りの木村監督の「どう
だ！」と言う声が聞こえて来た。79
歳になる監督からまた、大切なものを
教わったと思った。

◆
　ストーリーもさることながら映画の
出来映えは秀逸である。是非ご覧いた
だきたい。

　大正から昭和初期にかけて活躍した
日本画家、速水御舟の屏風絵「名樹散
椿」は、昭和時代からの絵画としては
初めて重要文化財として認定され、現
在は東京広尾にある山種美術館に収蔵
されている。この名画からインスピ
レーションを得て作家故葉室麟は時代
小説「散り椿」を書き上げたそうであ
る。

◆
　速水御舟がこの絵で描いたのは、京
都の昆陽山地蔵院（俗称「椿寺」)にあっ
た樹齢約350年 ( 当時 )の「五色八重
散り椿」で今でも健在である。
　一本の木に白や桃・紅など様々の色
の花を付け、散る時は一般の椿と違い、
花ごとぽつりと落下するのではなく山
茶花の様に花弁が一片一片散るという
特徴がある。

◆
　この小説に甚く感動した木村大作監
督は映画化に向けて動き出した。
　京都をはじめタイトルにもなった散
り椿を求めて日本中ロケハンを行った
が、椿があり撮影可能な場所がどこに
も見当たらず諦めかけていたところ、
富山県にある国登録有形文化財の「豪
農の館・内山邸」に散り椿があること
が分かった。

◆
　ところが、裏庭の倉庫の隅にひっそ
りとあり、立ち回りの撮影が出来て絵
になる場所である表庭への移植が必要
となった。
　250年以上も経過した老大木を夏場
に向かって、枝詰め・枝抜きの手入は
疎か、このままの形態で移植しろとの

法定福利費の内訳を明示した標準見積書の活用により、法定福利費の確保を図りましょう！

　日造協は、第 35回全国都市緑化やま
ぐちフェアの開催に合わせ、10 月 3日
「第 12回造園技術フォーラム」（次号詳
報）、4日「総支部長・支部長合同会議」
「平成 30年　花と緑のつどい」、5日「全
国都市緑化やまぐちフェア視察」を行っ
た。
　総支部長・支部長合同会議は、山口県
山口市湯田温泉のホテルかめ福で、15
時から開催。冒頭、和田新也会長があい
さつ。相次ぐ災害に関するお見舞い、日
頃の協会活動に対するお礼、山口での諸
準備に当たられた地元の方々への感謝と
ともに「担い手 3法など日頃の活動が
成果を上げたものであり、こうした機会
に全国組織である日造協の役割を踏ま
え、会員の方々のご期待に添えるよう皆
様と力を合わせ、都市公園法など昨年の
法改正の動向を見据え、造園建設業のさ
らなる発展とみどり豊なな美しい国土づ
くりに貢献していきたい」と述べた。
　議事では、平成 30年度事業の実施に
ついて、●総務委員会関連、①役員、総
支部長、支部長、各委員会の新体制、②	
担い手３法 ･人材の育成確保・働き方改
革説明会の開催、③建設キャリアアップ
システムについて、●技術委員会関連、
④安全帯と墜落制止用器具、●事業委員
会関連、⑤要望 ･提言活動の実施と情報
共有、⑥全国造園フェスティバルの開催、

⑦全国造園デザインコンクールの開催、
●資格制度委員会関連、⑧造園 CPD プ
ログラムの申請手続き等、⑨公園 ･緑地
樹木管理士研修会の開催、●造園領域発
展戦略委員会関連、⑩「新たな公民連携
のあり方を考える」Park-PFI の今後の
展開について、⑪女性活躍推進部会の活
動報告、⑫会員拡大プロジェクトの推進、
●国際委員会関連、⑬海外日本庭園保全
再生、⑭国際園芸博覧会の視察、●技術
･事業 ･資格制度委員会	共通関連、⑮資
格制度・研修会関係の年間スケジュール
（事務局）、⑯日造協	協会活動の活性化、
⑰東日本大震災復興支援本部・現地本部
活動報告（東北総支部より）、⑱熊本地
震対策本部の設置・活動報告（熊本県支
部より）、⑲各種表彰の推薦基準、⑳総
支部・支部交流会の開催、㉑日造協の年
間スケジュール、などについて、説明及
び質疑応答を行った。
　会議はその後、	総支部・支部からの報
告等、意見交換、第 36回全国都市緑化
信州フェアの紹介を行い閉会した。
　懇談会　「花と緑のつどい」は、18時
から開催。つどいは、地元の正本大中国
総支部長、多々良健司山口県支部長をは
じめ、多数の地元会員の準備により行わ
れ、国土交通省、山口県、山口市、山口
フェア関係者など、来賓の方々も多数参
加され、盛会となった。

総支部長・支部長合同会議の冒頭、あいさつする和田新也会長

総支部長・支部長合同会議を開催
平成 30 年度事業の実施状況などを説明

優秀施工者国土交通大臣顕彰
日造協から建設マスターに9氏が受賞
　平成 30年度優秀施工者国土交通大臣
顕彰式典が 10月 5日、東京都港区のメ
ルパルクホールで行われた。
　日造協からは、優秀施工者国土交通大
臣顕彰（建設マスター）に、清水均氏・
㈱しみづ農園（群馬県）、田中由晃氏・
㈱田中造園（埼玉県）、川西正人氏・川
西造園土木㈱（千葉県）、五十嵐浩志氏・
㈱福田園（富山県）、原田和明氏・㈲南
造園㈱（福井県）、谷本清氏・石豊造園
土木㈱（京都府）、原田正司氏・㈱都市
造園（福岡県）、吉永多嘉夫氏・㈱中村
緑地建設（福岡県）の 8氏が受賞した。

　また、青年優秀施工者土地・建設産業
局長顕彰（建設ジュニアマスター）には、
赤井俊典氏・双葉グリーン土木㈱（福島
県）が受賞した。
　式典では、石井啓一国土交通大臣から
の優秀施工者国土交通大臣顕彰をはじ
め、青年優秀施工者への表彰状の授与が
行われたほか、受賞者のお子さん等から
の作文「ぼく・わたしから見たお父さん・
お母さんの仕事」や、「私たちの主張」「高
校生の作文コンクール」の作文紹介も行
われた。

　都市緑化の推進を図り、緑豊かな潤い
のあるまちづくりを目的に、「第 35 回
全国都市緑化やまぐちフェア」の中心的
行事として、10 月 3 日、平成 30 年度
全国都市緑化祭の記念式典が山口きらら
博記念公園　多目的ドームで行われ、主
催者あいさつの後、秋篠宮殿下よりお言
葉を賜り、その後、表彰式、小学生によ

る都市緑化宣言が行われ、秋篠宮同妃両
殿下による記念植樹も行われた。

平成 30 年度全国都市緑化祭
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日造協 各委員会・部会紹介平成 30、31 年度
【 特 集 】

平成 30、31 年度の日造協　各委員会・部会を数回に分けてご紹介します。表の◎委員長・部会長、○副委員長・副部会長、※理事、□技術顧問

技術委員会
技術企画部会

氏　名 所　属 支部
◎伊藤 幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
　佐藤 英介 ㈱石勝エクステリア 東京
　大場 淳一 ㈱大場造園 東京
　坂元 博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
　中村 秀樹 内山緑地建設㈱ 東京

技術委員会
氏　名 所　属 支部

◎伊藤　幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
◯石出慎一郎 東洋緑化株式会社 宮城
◯永島　昌和 ㈲桂植木 沖縄
◯佐藤　英介 ㈱石勝エクステリア 東京
◯大場　淳一 ㈱大場造園 東京
◯坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
◯荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
◯中村　秀樹 内山緑地建設㈱ 東京
※北  総一朗 北造園㈱ 石川

氏　名 所　属 支部
　吉田 　巧 ㈱横山造園 北海道
　増田　博一 ㈱増田造園 栃木
　丸山　晶己 北越農事㈱ 新潟
　水谷　春海 ㈱水谷造園 三重
　茨木　和幸 ㈱茨木春草園 京都
　谷尾　寿嗣 ㈱谷尾樹楽園 鳥取
　中村　敏治 成瀬緑化産業㈱ 愛媛
　古賀　正 古賀緑地建設㈱ 福岡
□立山富士彦 立山造園事務所 千葉

委員長　伊藤 幸男
　技術委員会は、造
園技術・技能の研究
開発と標準化、技術
情報の共有化、安全
管理、造園新技術の
情報収集と開発、他

団体との技術技能の向上に向けての活動
など、多岐にわたった活動を行っており
ます。昨今は、技術者・技能者の育成確
保も重要課題となっており、また建設業

における働き方改革も大きな転換点を迎
えています。これらの大きな課題を含め
新たな市場への取り組みも同時に進めて
いくために、様々な視点から会員各社の ご意見を集約し取り組みます。皆様のご 支援ご協力をお願いいたします。

の成果を存分に発揮できるように運営の

　会員の技術・技能の
向上を目的に人材育成
研修の資料作成と研修

の企画立案を実施しています。
　昨年度まで基礎・配植・剪定・石工事
技法を作成、今年は移植技法編を作成予
定です。
　指導員を育成し、会員の方々に広く研
修に参加いただけるよう努力してまいり

技術・技能部会
部会長　佐藤 英介

技術・技能部会
氏　名 所　属 支部

◎佐藤　英介 ㈱石勝エクステリア 東京
　立山富士彦 立山造園事務所 技術顧問
　渡邉　章 ㈱八廣園 埼玉

氏　名 所　属 支部
　角幡　大亮 ㈱富士植木 東京
　村岡　賢二 西武造園㈱ 東京
　吉村　知泰 ㈱吉村造園 東京

ます。

　8月に石川県で「若
年者ものづくり競技

大会」が実施され、11月には沖縄県で
2019 技能五輪国際大会（ロシア）の選
考会を兼ねた「技能五輪全国大会」、来
年3月には兵庫県姫路市で「技能グラン
プリ」が開催されます。
　造園業界の担い手になる技能者が日頃

技能五輪部会
部会長　坂元 博明

　安全管理は、現場で
欠かす事のできない重

要な仕事であり、事故・災害を防止する
ことは企業責任です。
　部会では、毎年会員の皆様から頂く事
故アンケートを基に、造園の多様な事例
を分析するほか、安全に関する情報を発
信します。

安全部会
部会長　荻野 淳司

安全部会
氏　名 所　属 支部

◎荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
　山口　雄資 群馬庚申園㈱ 群馬
　風間　啓秀 日産緑化㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　高田　和己 東武緑地㈱ 東京
　内田　卓弘 ㈱内田造園 神奈川

　「造園技術フォーラ
ム」は、会員各社の
皆様が造園の施工分

野で工夫し、高めてきた技術やノウハ
ウ情報の共有化を図るために全国持ち
回りで開催してきました。
　会員各社の皆様には、積極的に技術
ノウハウを発表お願いするとともに、
多くの社員参加をお願いいたします。

造園技術フォーラム部会
部会長　大場 淳一

造園技術フォーラム部会
氏　名 所　属 支部

◎大場　淳一 ㈱大場造園 東京
　坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　河野　友和 東武緑地㈱ 東京
　石川　正典 ㈱植藤 神奈川

氏　名 所　属 支部
　藤原　哲司 ㈱信州グリーン 長野
　岡本　秀一 ㈱山口松樹園 山口
　増田　 寿 ㈱芸北造園土木 広島
　米岡伸一郎 ㈱東武園緑化 熊本

技能五輪部会
氏　名 所　属 支部

◎坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　卯之原　昇 ㈱昭和造園 東京
　増田　博一 ㈱増田造園 栃木

氏　名 所　属 支部
　西村　剛彦 西村造園土木㈱ 東京
　八木澤清隆 ㈲信州緑地 長野
　榊原　 亘 ㈱豊橋園芸ガーデン 愛知
　神谷　朝貞 ㈱平成造園 沖縄

　また、ツリーライダーの法的対応にも

　調査・開発部会は、
公園・緑地樹木剪定ハ

ンドブックの編集、造園技術を活かした
低影響開発（ＬＩＤ）の技術指針の取り
纏め、並びにＵＲ他、他団体との技術意
見交換に取り組んで参ります。
　なかでも公園・緑地樹木剪定ハンド
ブックは資格制度委員会と連携し、必要

調査・開発部会
部会長　中村 秀樹

調査・開発部会
氏　名 所　属 支部

◎中村　秀樹 内山緑地建設㈱ 東京
　立山富士彦 立山造園事務所 技術顧問

氏　名 所　属 支部
　山田　裕之 ㈱ワールドグリーンメンテナンス 神奈川
　石井　匡志 アゴラ造園㈱ 東京

に応じ、改編してまいります。

参加 ･支援を行ってまいります。

●男前 19 名の取材が完了しました

　働く女性たちの紹介に続き、仕事ので
きるカッコイイ男性はこれから業界を担
う若手の目標像になると考え、本年1月、
会員のみなさまへ「業界の男前募集」を
しました。

　応募総数 19名。設定した 5部門全て
にエントリーがありました。業務実績は
2年から 55 年までと幅広です。推薦者
の中には女性推薦に拘った会員企業もあ
りました。
　男前たちの取材は、部会メンバーが取
材者を分担し、先方の取材日時と自分の
仕事を調整して、4カ月間、北は札幌か
ら、豪雨あけの広島、灼熱の高知へと飛
びました。
　個性豊かな男前のみなさんに会い、楽
しくもあり、また改めて取材者が自身を
振り返る機会にもなりました。ご協力い
ただいた皆様、ありがとうございました。
　なお、取材記は「造園建設業の仕事入
門」の新しいバージョンに掲載します。
お楽しみに！！

●小池都知事へプレゼンテーション

　6月には「平成 30 年度第１回女性が
輝くＴＯＫＹＯ懇話会～建設業編」の招

聘を受け、当部会から桑園亜希子氏が建
設業界を代表する一人として造園建設業
の紹介と、自身の仕事と暮らしを小池東
京都知事、副知事やゼネコンの女性たち
など多くの皆様に報告しました。
　桑園氏は都知事の正面の席で少々ドキ
ドキしたそうです。ユーチューブで見る
ことができますのでご覧ください！

●出前講座をやっています

－地域リーダーズとも協働します－
　部会で作成した 2冊の小冊子を活用
し、女性を含む多くの担い手に造園建設
業の多様な職種を知ってもらう方法とし
て「最初が肝心！！造園の仕事を知ろう」
出前講座へのチャレンジを始めました。
　経営者を含む経験の異なる男女に冊子
を用いた講座を行い、その後、全員参加
によるディスカッションを行う方法で
す。日頃、会う機会のない他社の人達と
のコミュニケーションの場となります。
　すでに北海道と四国で実施。四国では
就職希望の高校生と先生の参加もありま
した。アンケートでは高評価をいただい
ています。

　また、今後は地域リーダーズと我が部
会の協働による勉強会や、地域リーダー
ズ各総支部で取り組む会員拡大のプログ
ラムの一つとして出前講座を提案しまし
た。
　次は沖縄？中国？そんな話も浮上して
います。総支部、支部でやりませんか？
申し込みをお待ちしております。

女性活躍推進部会は走っています！！
女性活躍推進部会部会長 　酒井 一江

「男前」取材のひとこま。真貝氏とナーサリー
の巨木の下で。㊧酒井部会長、㊨阪上さん

北海道出前講座のようす

取り組みます。
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　ハイテクに勝るとも
劣らないアナログ、ロ
ウテク技術を持つ我々
は、造園・緑化を通じ

て建設、環境、文化にも精通している集
団だと自負しています。
　我々のスペシャルな思想・技術を国内
外で有効に活用して世の中に還元・貢献
したいと考えています。

国際事業部会
部会長　藤田　良司

国際事業部会
氏　名 所　属 支部

◎藤田　良司 ㈱九州造園 福岡
　嘉屋　幸浩 ㈱園建 北海道
　中村敬太郎 前橋園芸㈱ 群馬
　清水　遠 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　磯辺　久人 グリーン産業㈱ 新潟
　多々良健司 ㈱多々良造園 山口
　我謝　修 ㈱丸和グリーンサービス 沖縄

国際委員会
国際企画部会

氏　名 所　属 支部
◎山田　拓広 花豊造園㈱ 京都
　藤田　良司 ㈱九州造園 福岡
　松本　朗 ㈱富士植木 東京
　當内　匡 ㈱庭樹園 大阪

国際委員会
氏　名 所　属 支部

◎山田　拓広 花豊造園㈱ 京都
◯磯辺　久人 グリーン産業㈱ 新潟
◯多々良健司 ㈱多々良造園 山口
◯藤田　良司 ㈱九州造園 福岡
◯松本　朗 ㈱富士植木 東京
◯當内　匡 ㈱庭樹園 大阪
※久郷　愼治 ㈱久郷一樹園 富山
　嘉屋　幸浩 ㈱園建 北海道

氏　名 所　属 支部
　佐藤　康之 ㈱仙北造園 岩手
　田口　英明 田口園芸㈱ 神奈川
　大島　健資 大島造園土木㈱ 愛知
　山本　正聡 ㈱山本造園土木 愛媛
　我謝　修 ㈱丸和グリーンサービス 沖縄
　中村敬太郎 前橋園芸㈱ 群馬
　清水　遠 西武造園㈱ 東京
　関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　松村　一 松村園芸㈱ 東京

委員長　山田 拓広
　日本文化としての庭
園や都市緑化に関する
海外の方々の関心が高
まってきており、国際
委員会の対応事項も増
えてまいりました。そ
こで今年度から活動を

大きく４部会に分け、より充実した活動
が行えるよう努めてまいります。
　国際企画部会では、委員会の対応事項

の検討、各地域からの検討事項収集を行
います。メンバーは、委員会全体の活動
を企画するため、各部会長で構成します。
　世界における日本の庭園文化、都市緑
化技術の評価は高まるばかりです。国際

委員会では、海外と会員各社の繋がりも
視野に入れ、事業を進めてまいります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

　海外日本庭園保全・
再生部会では、海外日
本庭園の再生プロジェ

クト情報の収集・発信や保全・再生活動
の企画・立案・推進を行ってまいります。
海外日本庭園は、一般公開庭園だけでも
500 を超え、その多くは管理がままな
らない状況です。昨年度より国土交通省
による海外日本庭園再生プロジェクトが

海外日本庭園
保全・再生部会

部会長　松本　朗

海外日本庭園保全・再生部会
氏　名 所　属 支部

◎松本　朗 ㈱富士植木 東京
　佐藤　康之 ㈱仙北造園 岩手

氏　名 所　属 支部
　松村　一 松村園芸㈱ 東京
　久郷　愼治 ㈱久郷一樹園 富山
　山本　正聡 ㈱山本造園土木 愛媛

　AIPH 部 会 で は、
AIPH（国際園芸家協会）
会議への参加・情報収

集・発信、AIPH	Green	City 委員会におけ
る情報収集・発信、海外造園関連団体と
の交流企画、World	Urban	Parks-Japan や
IFLA-Japan 等との連携企画を進めます。
Green	City（都市緑化）は世界の潮流であ
り、AIPH の活動でも比重が大きくなって

AIPH 部会
部会長　當内　匡

AIPH 部会
氏　名 所　属 支部

◎當内　匡 ㈱庭樹園 大阪
　田口　英明 田口園芸㈱ 神奈川
　清水　遠 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　大島　健資 大島造園土木㈱ 愛知
　山田　拓広 花豊造園㈱ 京都
　和田　新也 箱根植木㈱ 東京

きています。また今後の国内での園芸博 開催も視野に入れ、サポートを行います。

再生させるべく、事業を進めます。
始められ、日本文化への理解促進、国際
友好親善の目的等で作られた日本庭園を

AIPH と日造協の国際交流事業

　AIPH（The	International	Association	
of	Horticultural	Producers）	 は、	 花 卉、
植物、造園などの国際的市場を活性化す
るため	1948	年にスイスで設立された
世界の園芸生産者が参加する国際機関で
あり、国際園芸博覧会の認証機関として
もその地位を確固たるものとしている。
　2018 年現在では、世界８地域から加
盟 25 か国の代表組織 33 団体により構
成され、第 6地域に属する日本からは
日造協が代表機関会員となり、国際委員
会から山田委員長、當内委員が AIPH	総
会へ参加をしている。

第 70 回 AIPH 総会　イタリア・パドヴァ

　今回は、記念すべき 70 回目の総会
としてイタリアがホストとなり、会場
は AIPH 認定イベントである Flormart
とイタリアの Nursery	Stock	Exporters	
Association（ANVE）がサポートし、フェ
アの展示ホールを会議用セッティングに
して ,9 月 17 日の特別理事会と 18日か
ら 23日までの会議日程で開催された。
　総会にあわせて、世界各地から発表者
を呼び、Green	City 会議と国際博覧会会
議も同時に開催され様々な話題が提供さ
れた。

Green City Conference  グリーンシティ会議

　「旧市街地に新たな緑を」をテーマと
して、都市のマスタープランに緑地を造
るのは今では一般的なことだが、すでに
ある旧市街地の緑空間は大きく異なる。
ヨーロッパの多くの都市をより緑化する
必要があるが、どのようにそれを実現す
るか、緑化はなぜ重要なのかを考える機
会として	、グリーンシティ活動が生き
ものとしての緑、使用する植物、市民の
健康と環境、生物多様性にどのように役
立つかを考え、都市をどのように再構築
するかに焦点を当て多くの発表がされ
た。
　開催にあたり、グリーンシティ委員会
の Ms	Karen	Tambayong（インドネシ

第70回AIPH総会報告
技術・調査部長 　野村 徹郎
ア）から、「グリーンシティは今やファッ
ショナブルで、持続的なエコシステムと
してデザインされるようになっている。
AIPHはグリーンシティ活動を推進する」
とスピーチが行われた。
　発表は 5名の専門家により行われ、　
　① Valerio	Morabito 教授（ペンシル
バニア大学）は、イタリアの遺産都市が
緑化の課題に対してどのように旧市街に
緑地空間を創出するかについて、デザイ
ン手法や旧市街と緑の連携により新たな
明るい都市空間が出来上がっていく過程
を、イタリアの都市の最新事例により紹
介。「私の計画には常に旧市街地を明る
く緑豊かな空間へ改善する挑戦が行われ
ている。」と述べた。
　②Paolo	Semenzato教授（パドバ大学）
は、グリーンインフラが市民の健康をど
のように改善するか、文化的資産として
のランドスケープについて発表。
　③ Stefano	Carosio 氏（ヨーロッパ都
市再生コンサルタント）は、都市の再生
はヨーロッパの大きな挑戦であり、その
なかで都市の緑化は非常に重要である。
AIPH の会員である、造園や植物生産者
はその中心的役割を担い、緑産業の拡大
にもつながると述べた。
　④ Bert	van	Duijn 教授（ライデン大学）
は、屋内緑化の物理的、精神衛生的な効
果と、空気の浄化や、温度調整を行う経
済的な効果について発表。
　⑤ Chiara	Catalano 博士（チューリッ
ヒ大学）は、都市緑化が都市の生物多様
性に果たす役割と、屋上緑化がグレイの
街から都市のグリーンルーフとして態的
な都市へと変わっていく調査結果につい
て発表。
　終わりに、グリーンシティ委員長の
Ms	Karen	Tambayong（インドネシア）
からMr.	Bill	Hardy	( カナダ ) へ委員長
を引き継ぐことが発表され、「グリーン
シティ活動は今後の AIPH の推進力とし
て位置づけられ、世界の良好な事例を共
有することによりさらに強力な地位を得
るであろう」と宣言された。

AIPH Expo Conference：エキスポ会議

　「国際園芸博覧会の組織運営」をテー
マに、「博覧会を成功させるにはどのよ
うに組織化するか」に焦点を当て、オラ
ンダ、イタリア、トルコの専門家 4名
から発表があった。
　開会にあたり Bernard	Oosterom　
AIPH 会長は、「このエキスポ会議は、
国際園芸博覧会の開催目的と開催意義を
果たすために組織運営が重要な役割を果
たし、世界中の主催者の関心を集めてい
る。」と国際園芸博覧会の成功事例を共
有する重要性を訴えた。
　①基調講演：Kees	van	Rooij（オラン
ダ王国：フェンロー地域元市長）
2012 年の Floraide	で園芸都市として地
域的特徴を創造したことにより豊富な物
流拠点と 2つの大学のキャンパスを持
ち、観光客と国際的関係機関からの訪問
が増加し、将来の世代に利益をもたらす
遺産を生み出した。と発表した。
　その後、② Expo	2015 ミラノの民間
投資導入による商業的成功、③園芸博覧
会アーカイブデータベース構築による情
報提供、④博覧会会期中の良好な景観管
理手法について発表が行われた。
　午後は、総会に出席している加盟国代
表者により、2022 年 3月までに予定さ
れている以下の博覧会などについて進捗
状況報告と承認が行われた。
■ A1カテゴリー博覧会：北京（2019）、
カ タ ー ル（2021）、Almere（2022）、
Lodz（2024）
■ A2/B １博覧会：台中（2018 年 11 月）
■ Bカテゴリー博覧会：Hatay（2021）、
Yangzhou（2021）

■ C カテゴリーイベント：Floralies	
Nantes（2019）
■その他：トルコ（2023）、オーストラ
リア、シドニー（2022）、オランダの
Greentech、パドヴァの Flormart（2019）
の 2つの年間見本市について、AIPH の
承認申請が行われた。
　また、マーケティング＆博覧会委員会
副委員長に山田拓広国際委員長が推薦さ
れ承認された。これは、今後日本で開催
が予定されている国際園芸博覧会の開催
承認に向けた強力な人選といえる。
　なお、会議の状況は下記の URL リン
クまたはフェースブックでも公開されて
いるので、ご興味のある方は是非ご覧く
ださい。
		http://aiph.org/events/padova/expo/
		https://www.facebook.com/TheAIPH/

おわりに　
　国際園芸博覧会をきっかけとして、
人々の都市景観や環境への関心が高ま
り、グリーンシティ活動の活性化により
快適で美しい都市が各国に広がることを
期待したい。

AIPH70 年バースデーケーキの前で , 山田マーケティン
グ＆博覧会委員会副委員長（日造協国際委員
長）、AIPHBernard Oosterom 会長と筆者

会議の様子はライブ映像がインターネットで共有され、直後に youtube でも公開された。これ
は当日参加できない人と即時情報共有できる素晴らしいサービスとして初の試みだった。
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　滋賀県は「琵琶湖しかな
い」とよく言われる地味な
県ですが、実はインスタ映
えする素敵なスポットが数
多くあるのです。

◆
　琵琶湖に浮かぶ島で最大
の沖

おきしま

島は、淡水湖の島では
日本唯一の有人島です。
　車のない島内はゆったり
とした島時間が流れ、たく
さんの猫たちが港で出迎え
てくれます。
　琵琶湖の生態系を乱す外
来魚・ブラックバスをおい

しくいただく「よそものコロッケ」も人
気です。

◆
　高島市鵜

う か わ

川にある白
しらひげ

鬚神社は大鳥居が
琵琶湖に浮かぶ様子から近江の厳島と言
われ、近年はパワースポットとしても有
名になりました。
　マキノ町蛭口～牧野にはメタセコイア
並木があります。約 2.4km にわたるまっ
すぐな道の両側に約 500 本のメタセコ
イアが植えられており、鮮やかな新緑、
渋い趣の紅葉、雪化粧をした並木道は懐
かしい冬のソナタの世界と季節ごとの絶
景が楽しめます。

◆
　また、山々に囲まれた近江盆地は穀倉
地帯として栄え、古くから良質で豊富な
地下水で仕込まれた地酒が造られてきま
した。

編集後記　　広報活動部会委員に拝命され初めての編集後記となります。毎月開催される部会後の意見交換会の盛
り上がりに圧倒されました。　ついて行きます・・・
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事務局の動き
【9 月】

  3 ㈪・造園・環境緑化産業振興会事務局会議
         ・造園技術フォーラム部会
  4 ㈫・技術委員会
  6 ㈭・広報活動部会
  7 ㈮・運営会議
         ・造園・環境緑化産業振興会代表者会議
10 ㈪・やまぐちフェア庭園出展コンテスト審査会
12 ㈬・財政基盤強化部会
         ・会員拡大プロジェクト推進部会　合同会議
13 ㈭・第 35 回全国都市緑化やまぐちフェア開会式

                          (9/14 ～ 11/4)
14 ㈮・女性活躍推進部会
16 ㈰・植栽基盤診断士 認定試験 ( 学科試験 ) 
19 ㈬・建専連理事会
19 ㈬・植栽基盤診断士 認定試験 ( 学科試験 ) 採点 ～ 21
26 ㈬・第２回造園施工管理技術検定委員会
27 ㈭・植栽基盤診断士認定委員会 ( 試験部会 )
28 ㈮・富士教育センター竣工式

【10 月】

  1 ㈪・広報活動部会
  3 ㈬・平成 30 年度全国都市緑化祭
         ・造園技術フォーラム
  4 ㈭・運営会議
         ・総支部長・支部長 合同会議
         ・花と緑のつどい
  5 ㈮・全国都市緑化やまぐちフェア会場視察
  9 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
17 ㈬・技術委員会
  中旬・技能グランプリ　競技委員会
24 ㈭・造園工事の高所作業標準マニュアル検討会
26 ㈮・運営会議
         ・ひろげよう 育てよう みどりの都市 全国大会
29 ㈪・全国造園デザインコンクール推進部会

委員会等の活動

●財政基盤強化部会、会員拡大プロジェクト推進部
会、合同会議
　◎ 9/12 財政基盤強化、安定化に向けた具体的取
組、入会促進具体策等について検討した。
●植栽基盤診断士認定委員会 ( 試験部会 )
　◎ 9/27 植栽基盤診断士認定 ( 学科試験 ) の実施
結果及び実技試験の問題 ( 案 ) について、審議を行っ

◆
　O ちゃんが駄菓子屋で買ったおも
ちゃのマイク（笑った）5 つ用意し（私
は運転手なので持てず）みんなで歌い
ました。その案をだしたのは私なのに、
最初から感極まってうまく歌えなかっ
たけど、みんなで熱唱しました。
　その後、F ちゃんが隣で本当の花＊
花の曲に♪♪♪
　とてもうれしい一日になった。と T
さん…とても喜んでくれました。
　やっぱりすてきな私の友達。出会え
てよかったなと…。
　笑ったり泣いたりとても思い出深い
楽しい一日となりました。

　私には 20 年来の友達が 5
人います（みんなまんのう町）。
その中の一人Ｔさんが今年の
9 月２日に還暦を迎えました。
私 た ち の な か で は 1 番 の り
(#^.^#) です。

◆
　他の 4 人でどんなお祝いを
したら喜んでくれるだろうと、
みんなでいろんな案を考えま
した。
　場所は松山のそらともり、
日帰りで貸し切りの部屋でＴ
さんの好きな肉のコース。
　赤いちゃんちゃんこも無料
で貸してくれました。還暦な
ので赤い小物のプレゼント。
　そしておめでとうケーキ。
その後はゆっくりと温泉に入
り、みんなで若い時の軌跡の
写真 (^.^) のお披露目会。

◆
　と、ここでお祝いが終わり
ではありません！帰り少しず
つ 4 人が口数静かに…。なぜ
なら帰りの車のなかで、花＊
花さんの「あーよかった」を
アカペラ合唱する予定にして

いたためみん
な緊張してき
たのです。
　 ま ず、 後 部
座席の真ん中
に座ってもら
うため、M ちゃ
んは行く時か
ら少し自分の

おしりが痛いアピールをし、「帰り私
が真ん中に乗るわ」と T さんをうま
く真ん中の席に…小芝居がうまい！
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沖島の猫たちと町並み

　県内には個性豊かな蔵元がたくさんあ
りますので、好みの日本酒を探してみる
のも楽しいと思います。

◆
　そして地酒のお供にはビワマスがおす
すめです。ビワマスは名前の通り琵琶湖
にのみ生息する固有種で、特に初夏のビ

ワマスは上品で甘みのある脂がのり、マ
グロのトロに負けないおいしさです。
　刺身はもちろん塩焼きやムニエル、煮
付けや揚げ物など、どんな料理にしても
おいしくいただけます。
　カメラを手に、ぜひ滋賀県へお立ち寄
り下さい。

川端 淳子（花文造園土木㈱）

た。
●女性活躍推進部会
　◎ 9/14 男前募集のとりまとめ、出前講座、地域

リーダーとの乗り入れについて検討を行った。
● AIPH 部会
　◎ 9/17 ～ 22 日、AIPH 総会に参加した。

メタセコイア深緑

H
appy		60th			Birthdy

赤いちゃんちゃんこ

前日が誕生日の M ちゃんも一緒にお祝い

白鬚神社

贈呈式㊤と駄菓子屋
のおもちゃマイク㊧

メタセコイア紅葉

ビワマス


