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は海外へ出かけるのは難しいものと思
われますが、国内旅行への需要は大き
く期待ができ、経済活動も良くなって
いくものと考えております。

◆
　さて、沖縄県ではコロナ禍以前より
実施されておりました、国道での「観
光競争力強化のための魅力的な景観創
出検討業務」は、事業として現在でも
継続中であり、沖縄のウェルカムロー
ドとして樹木の植え替えは進んでおり
ます。
　また、県道では平成 29 年度に策定
されました「沿道景観向上技術ガイド
ライン」に沿って世界水準の観光リ
ゾート地の形成に向けて、沖縄らしさ
を活かした植栽や適正な管理を行い、
世界に誇れる持続可能な沿道緑化景観
を創出する事業を推進しております。
　さらに今年度は、新たに「良好な沿
道景観形成のための街路樹のあり方」
に関する計画策定も予定されており、
検討委員として積極的に活動し、行政
との連携を軸に県内造園建設業の発展
にも寄与していきたいと考えておりま
す。

◆
　時代は変化を求められており、私ど
も造園建設業もコロナ禍における人々
の心の豊かさを創造するため協会の理
念である「人と自然が共生する安心・
安全な国土と都市づくり、健康で豊か
な心を育む、緑の景観・環境の実現に
努めます。」その理念達成のために沖
縄県総支部として邁進していきたいと
思っております。

　みなさま、お元気でしょうか？お変
わりはありませんでしょうか？
　日造協の理事会で東京へ出張したの
は 2019 年 12 月 19 日が最後で、あ
れから 2 年近くが経過しております
が、世の中の時が止まった感がありま
す。
　原稿を執筆している現在でもコロナ
禍は続いており、国内でも感染者が多
い地域となってしまった沖縄県は、緊
急事態宣言中で行動自粛を余儀なくさ
れております。

◆
　コロナ禍により、観光がリーディン
グ産業である沖縄県においては、県内
経済への影響は計り知れなく大きな
ものとなり、2020 年度県内総生産が
マイナス 9.6％、県民所得はマイナス
10％と新型コロナウイルスの感染拡
大に伴う観光需要と消費需要の悪化に
より、いずれも日本復帰［1972 年（昭
和 47 年）5 月 15 日］以降で最大の
下落幅となっております。
　そのような中、沖縄県は 2021 年度
の県経済の見通しについて、その影響
を定量的に示すことは限界があるとし
て、予測値を公表しておりません。

◆
　経済で先行きが見通せないコロナ禍
ですが、終息に向けては明かりが見え
てくるものと信じており、政府におい
てもそのような発言がなされておりま
す。
　ポストコロナでの観光旅行につい
て、国内でのワクチン接種率が 70％
に達する 11 月頃から、県境を越えて
の移動も出来るとの報道があり、当面

（一社）日本造園建設業協会は 2021 年 11 月に創立 50 周年を迎えます。50th

沖 縄 の 今 と 明 日 へ

　    （一社）日本造園建設業協会理事　
㈲海邦造園代表取締役　 森根　清昭

　技術委員会技術 ･ 技能部会は、造園施
工現場の第一線で施工管理に携わる技術
者を対象に、造園工事の代表的な工種に
ついて善し悪しの判断をできる技術者を
養成するため、「造園施工に携わる技術
者を対象とした人材育成研修（以下、「人
材育成研修」という）」を実施している。
　これまで「基礎編」「配植技法編」「剪
定技法編」「石工事技法編」「移植技法編」
の 5 つの教材をとりまとめ、総支部の
希望に応じ指導員の育成や人材育成研修
を実施してきた。
　しかし、昨年度からの新型コロナウイ
ルス感染拡大により集合型の研修会を展
開できなかったため、今年度は試行的に
WEB 配信方式により実施した。開催概
要は以下のとおり。

【配信期間】
2021 年 8 月 18 日（水）～ 9 月 17 日（金）

【配信方式】ＷＥＢ配信による研修
（パソコン、タブレット、スマホで視聴可）

【研修内容】以下の①～⑤を選択し受講
①基礎編（65 分）
造園の歴史、造園技術の概説、ものづく
りの作法などの造園技術の基礎
②配植技法編（90 分）
配植の基本、配植技法、植物材料の選定
などの植栽、配植の技術等
③剪定技法編（155 分）
剪定にかかる用語、街路樹や公園・緑地
樹木の剪定の基礎技法等
④石工事技法編（130 分）
石構築物の歴史、石材の基礎、石工事の
技法等
⑤移植技法編（85 分）移植に関する基礎、
植物生理、移植の技法など

【受講対象】造園施工管理に携わる若手
～中堅までの「日造協会員企業の技術者」

【受講料】試行開催のため 2,000 円 / 編
（テキスト代・送料・税込み）
【その他】造園 CPD 認定プログラム

 ◆
　パソコンやタブレット、スマホを使っ
て期間中いつでも好きな場所で講義を視
聴できるため、現場で忙しい技術者に
とっては受講しやすい開催方法であっ
た。
　また、テキストには造園工事の代表的
な工種ごとに、基本的な事項からわかり
やすい画像を多用しポイントを解説して
いるので、受講された方からの感想にも

「基本的な用語の意味から理解すること
ができた」「良い例と悪い例が具体的に
説明されており分かりやすかった」「再
確認や新たな知識を得ることが出来て良
かった」などと内容についても好評で
あった。

◆
　今秋にも第 2 弾を試行開催を予定し
ているので、日造協会員は施工管理にあ
たる技術者の育成や造園工事では特に重
要とされる現場での「おさまり」や「出
来栄え」の確認にも役立つ本研修をぜひ
ご活用いただきたい。

造園施工に携わる技術者を対象に「施工管理のポイント」

人材育成研修 WEB で試行

優秀施工者国土交通大臣顕彰
「建設マスター」日造協から 14 名 受賞
　国土交通省は、建設産業の第一線で「も
のづくり」に携わる方々に誇りと意欲を
持っていただき、その社会的評価の向上
を目的に、特に優秀な技能・技術を持ち、
後進の指導・育成等に多大な貢献をされ
ている方々を対象として、平成４年度よ
り毎年「優秀施工者国土交通大臣顕彰」

（建設マスター）を実施している。
　今年は、建設マスター 483 名と今後
さらなる活躍が期待される青年優秀施工
者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュニ
アマスター）116 名の国土交通大臣顕
彰受賞者が 10 月 1 日に発表された。
　日造協からは、建設マスターに、矢口
光太郎氏・㈱矢口造園（埼玉県）、伊藤
英徳氏・㈱横芝緑化（千葉県）、堀洋介
氏・㈱野上緑化（富山県）、池上東平氏・
昭和造園土木㈱（岐阜県）、鈴木公平氏・

㈱豊橋園芸ガーデン（愛知県）、飯田義
浩氏・㈱宝山園（滋賀県）、河原昌代氏・
㈱河原勝庭園（京都府）、藤江明氏・植
彌加藤造園㈱（京都府）、吉野瑞穂氏・
樋口造園㈱（京都府）、吉原修氏・緑造
園興業㈱（香川県）、小川雄三氏・㈱九
州緑化産業（福岡県）、金森玄洋氏・安
藤造園土木㈱（福岡県）、松田学氏・㈱
松田久花園（長崎県）、我如古満氏・㈲
浦西造園（沖縄県）の 14 名 が受賞した。
　また、建設ジュニアマスターは、該当
者がいなかった。
　なお、優秀施工者顕彰と青年優秀施工
者顕彰の要件は、前者が建設現場業務期
間 20 年以上、40 歳以上 60 歳以下。後
者が 10 年以上、39 歳以下となっている。
　例年の式典は、新型コロナウイルスの
感染拡大防止から開催は中止された。

受講イメージ

㊤ ス マ ー ト
フォン
㊥テレビ・モ
ニター
㊨タブレット

造園工事の代表的な工種ごとに画僧を多用し
てポイントを解説したテキスト
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日造協の国際交流事業について

１．国際園芸家協会（ＡＩＰＨ）の活動
への参加
・国際園芸博覧会の認証機関である国際
園芸家協会 ( ＡＩＰＨ ) の日本代表会員
として、毎年世界各国で開催される総会
やスプリング ･ ミーティング等へ出席し
て各国から参加者との交流。
・国際園芸博覧会の開催や参加について
の支援・協力。
・国際的に緑を活かした都市づくりを進
める Green City 活動に賛同し、情報の
収集と発信。
・ＡＩＰＨが毎年度実施している各国の
花卉、樹木生産の実態調査への回答協力。
２．造園関係の国際機関、団体との交流
・欧州造園建設業協会 ( ＥＬＣＡ )、米
国造園家協会（ASLA）、国際樹木家協会
( ＩＳＡ ) 等、北米日本庭園協会（NAJGA）
等との情報交換と、日本での活動連携の

検討。
・海外の日本庭園の適正な維持管理を目
的とした海外組織との連携と、新たな造
園ビジネスの展開についての検討
３．新たな造園ビジネスの展開と情報の
収集・発信
・海外からの視察調査団に対して日本の
造園産業の情報提供等。
・海外の事業進出、受入など実務に役立
つ造園緑化関連情報、海外のプロジェク
トなどに関する情報発信。
４．国際園芸博覧会開催への協力
・国際園芸博覧会への日本国政府出展へ
の協力
・2027 年横浜国際園芸博覧会開催への
協力

最近のＡＩＰＨ活動への参加
　海外各地で開催されていた AIPH 会議

が、2020 年からは COVID19 パンデミッ
クのために全て WEB を通じた会議とな
り、第１回の会議は大きなアリーナ会場
のようなバーチャル空間で参加者が好み
のアバターを作って参加する最新のシス
テムで開催された。
　バーチャル会議場のシステムが大がか
りだったため、2 回目からは、システム
が簡素化されＺＯＯＭを活用した会議方
法となっている。

　会議の開催時間は、ＡＩＰＨ事務局の
あるロンドン時間でもある国際標準時で
開催されるため、世界各国から時差を超
えての参加となり、国によって早朝か
ら深夜までの時差が生じるものの 60 名
ほどの出席者が音声と映像での報告や
チャットで意見交換をすることが可能と
なったが、通信状況で途切れたり聞き取
りにくい場面もあり、やはり集合参加型
のほうがよさそうである。

海外日本庭園再生プロジェクト
　今回は、海外日本庭園再生プロジェク
トについて紹介する。

◆
　海外で一般に公開されている日本庭園
は 500 カ以上あり、日本の魅力をわか
りやすく発信する場として活用され、対
日理解の促進に大きく貢献している一方
で、適切に維持管理されておらず、修復
要望が寄せられているものも存在する。
　国土交通省では、2017 年度より「海
外日本庭園再生プロジェクト」を立ち上
げ、在外公館や海外姉妹都市を締結する
自治体からの修復要望調査を開始し、「海
外日本庭園保全再生方策検討委員会」に シェーンブルン宮殿内日本庭園（オーストリア）　：国土交通省ＨＰ

  
 

 

 

海外における日本庭園は、インバウンドの拡大や対日理解の促進、造園緑

化技術の海外展開に貢献しているが、その多くは適切な維持管理が行われて

おらず、修復・改修や集中的な剪定・植替えが必要である。 

このため、日本庭園の修復に係るモデル事業を実施し、外国人技術者にも

分かりやすい維持管理マニュアルの整備等を通じ、海外における日本庭園の

修復体制の構築を図る。 

また、２０１９年に中国北京市で開催される国際園芸博覧会において、日

本庭園の出展を通じ、日本の造園緑化技術・文化の対外発信及び海外展開方

策を検討する。 
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（２）日本庭園、造園緑化技術の海外ＰＲによる我が国の発信力の強化 

 

海外日本庭園の再生 

海外日本庭園再生プロジェクトの本格実施 

 

北京国際園芸博覧会への出展 

○平成３０年度は、欧州、北米６箇所の日本庭園でモデル事業を実施中。 

○平成３１年度は、日米関係強化の観点からのグラスルーツタスクフォースに留意し、モデル事業

の対象数を７～８箇所程度に拡大し､海外の日本庭園の修復を加速化。 

○平成２９年度は、欧州、北米２箇所の日本庭園でモデル事業を実施。 

（平成２９年度から５年間で５０箇所程度の庭園の修復を想定） 

【名 称】２０１９年北京国際園芸博覧会 

【開 催 期 間】２０１９年４月２９日～１０月７日 

【会 場 所 在 地】北京市延慶
イェンチン

区 

(日本庭園イメージ) 

アメリカ（カリフォルニア州）日本庭園 

ばらばらの飛び石とつくばいを再整備 

ルーマニア（ブカレスト市）日本庭園  

壊れた四つ目垣を修復 

(会場イメージ) 

修復前 修復後 修復前 修復後 

○２０１９年北京国際園芸博覧会への出展を通じ、造園緑化技術・文化の対外発信を実施。 

海外における日本庭園の保全再生方策検討調査 国費0.5 億円（1.20倍） 

北京国際園芸博覧会出展調査 国費0.1 億円（1.00倍） 
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海外日本庭園再生プロジェクトは、荒廃した海外日本庭園の修復支援による、対日理解の促進、
造園緑化技術や文化の対外発信等を目的として、平成 29 年度からプロジェクトを開始。令和元
年度までに 15 箇所の日本庭園修復を実施し、日本側の体制が確立されたことから、修復支援の
より効率的な実施を図る。（平成 31 年度国土交通省都市局関係予算概算要求より）

より選定された修復モデル庭園を対象と
して、日本国内の造園緑化関係団体の協
力のもと、造園技術者を派遣し、修復時
の講習や維持管理マニュアルの整備を通
じて、将来的にも現地の公園管理者によ
り適切に保全されるよう指導を行うなど
海外日本庭園保全再生の支援を実施して
いる。

◆
　海外日本庭園の保全・再生には、相手
国の協力体制、日本庭園を理解している
造園技術者の不足、修復作業に必要な各
種条件整備、修復後の適切な維持管理体
制の確立など様々な課題があり、日本国

内で想定したとおりに実施できない場合
もある。
　日造協では、ヘラストラウ公園日本庭
園（ルーマニア・ブカレスト）、シェー
ンブルン宮殿内日本庭園（オーストリア・
ウィーン）、国連日本庭園（USA・ニュー
ヨーク）、ヴロツワフ日本庭園（ポーラ
ンド・ヴロツワフ）、ガットンパーク日
本庭園（英国・ロンドン近郊）の保全再
生に協力している。

◆
　2020 年は、COVID19 パンデミック
により直接現地に行くことができなかっ
たため、リモートでの指導検討や継続的
に活用できる日本庭園維持管理映像マ
ニュアルの企画提案と、映像制作に協力
することとなった。
　映像マニュアルは、基礎編と技法編で
構成し、基礎編では、日本庭園の特徴や

歴史と庭園様式などの基礎知識と管理に
必要な道具の解説、技法編では、植栽技
法と竹垣技法、剪定と竹垣修復の実演に
よる解説をまとめている。完成後は、数
か国語に翻訳し各国の日本庭園管理者に
配布される予定である。

◆
　今後は石工事技法など、新たな日本の
造園技術を伝えられる映像マニュアルの
製作も計画されているが、直接現地に赴
き海外の造園技術者への指導や情報交換
に勝るものはないため、一日も早くパン
デミックが収束し、世界各地の日本庭園
を保全再生することで、さらに多くの
人々が日本庭園を訪れ、日本の文化や魅
力を知ることにより、当初目指していた
インバウンド拡大や造園技術の海外展開
に貢献することを期待したい。

AIPH のオンライン（Zoom）総会の様子

バーチャル会場と参加者アバター

バーチャルプレゼンテーション

（一社）日本造園建設業協会  技術アドバイザー　野村 徹郎

　日造協では、「造園技術の国際交流及び協力の促進」を図るため、次のような事業
を実施している。
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　学会の目・眼・芽　第 121 回

New Normal の舞台を支える「造園家」
（公社）日本造園学会理事　東京農業大学 准教授　阿部 伸太

　３年前、このコーナーに造園学会
関東支部長として機会をいただいた。
TOKYO2020 を２年後に控えたその年、
まさか COVID-19 のような事態になる
とは夢にも思わなかった。
　振り返れば、都市施設としての公園
の誕生も、産業革命期の都市環境の悪
化での伝染病蔓延などに対する市民の
心身の健康のためであり、また、欧州
や日本の庭園をみても慰安や文化的機
能はもとより、薬草や梅・栗、鴨場、
馬場など人々の生存や戦略的機能や自
然とのかかわりなど、造園は暮らしに
密接してきた。

◆

　５月に開催された日本造園学会全国
大会のシンポジウムにおいてキーノー
トスピーチをされた涌井雅之先生は、
風景や庭園にはそこでの暮し、そして
防災的な意味も含めた自然との関わり
が刻み込まれていると語っておられた。
　そして、パネルディスカッションに
おいても例えば海岸林やいぐねなどの
ように、自然との対話の中で育まれて
きた暮らし、風景、文化の中に「備災」
ともいうべき「造園技術（暮らしの舞
台を作っていく技術）」が内包されおり、
改めてこうした叡智を読み解き、後世
へ継承していくことの重要性が議論さ
れていたように思う。

◆
　一方、前回の記事では、TOKYO2020
を経て、例えばインバウンドにおいて
もモノからコトへシフトするなかで注
目されるであろう地方のランドスケー
プに目を向けていく方向性を描いた。
　近年、欧州では CO2 削減の観点も
あり、欧州内では航空での移動から夜
行列車の復活がたてつづきに起こって
いる。
　その記事でも取り上げた日本でのク
ルーズトレインも各地の風景を楽しみ
ながらの豊かな時間を提供することか
ら言えば、その土地ならではの風景が
展開していることが必須である。
　確かにこれらのクルーズトレインは
高価すぎることはあるが、ローカル線
でも観光列車が数々登場している。

◆

　COVID-19 の時代を経て、暮らし方、
働き方、様々な価値観の変化も起こっ
てきている。オンラインでの仕事の可
能性も見いだせた中、二拠点居住、デュ
アラーというキーワードも聞くように
なり、近郊、地方都市、農山漁村が暮
らしの舞台として選ばれるようになっ
ているが、これを受け止めた時代を築
くか、それともまた元のスタイルに戻
るかが問われるところであろう。
　いまや、「造園家」が活躍する舞台
は、庭園づくりや公園整備と管理運営
といった領域やスケールにとどまって
いない。
　たとえそのスケールであったとして
も、そこを核として地域全体が魅力的
になっていくように様々な分野と連携
していける職能であることが必要のよ
うに思う。

　職長は、建設現場において労働者を直
接指導・監督する立場の者で、労働者の
安全と健康を確保する上で重要な存在と
されており、職長教育の実施が義務付け
られています（労働安全衛生法第60条）。
　一方、安全衛生責任者は、一定規模の
工事現場において請負人により専任さ
れ、統括安全衛生管理との連絡・調整、
労働災害に係る危険の有無の確認など行
う重要な立場です。

◆
　このように、現場管理などを行うのが
職長、統括安全衛生責任者との連絡など

を対外的な業務も行うのが安全衛生責任
者とされていますが、一般的に建設業の
現場においては、職長と安全衛生責任者
は兼任することが多いです。
　そのため厚生労働省は、「職長教育」
と「安全衛生責任者教育」を合わせた「職
長・安全衛生責任者教育」の実施を推進
しています。

◆
　日造協の人材育成部会では、協会独自
に講師を養成し、2014 年度より支部が
実施する「職長・安全衛生責任者教育」
の要請に応じ講師を派遣しています。

職長・安全衛生責任者教育（職長教育）の推進について

9 月 15 日～ 16 日に実施した千葉県支部での様子

　部会委員や日造協会員企業の現場を熟
知した方が講師を行っているため、他の
実施機関の内容に比較して、造園工事現
場における事故や災害の事例、法律上の
決まりや現場でのルールなど造園工事に
特化した実例など挙げているため、受講
される方にとって理解しやすい内容と
なっています。
　講習時間は規定の14時間（２日間）で、
ビデオや演習資料を多用し、少人数制の
グループ討議を行うため受講者間で様々

な現場の話が共有できます。
　修了者には、閉会後に日造協発行の「職
長・安全衛生責任者教育修了証」を手渡
しています。

◆
　職長教育は、現場で活躍するための必
須な教育であるのはもちろん、登録造園
基幹技能者講習の受講資格要件にもなっ
ていますし、建設キャリアアップシステ
ムの能力評価基準の一要件にもなってい
ますので、ぜひ受講していただきたい。

基幹技能者講習の受講資格要件　ぜひ受講を

幼稚園で再利用された植木鉢と園児からの植木鉢のお礼の手紙

　内山緑地建設㈱（本社・福岡県）は、
処分に困っている植木鉢を回収し、希望
者に無料で配布する取り組みを白野江植
物公園で昨年から行っている。
　回収を開始すると依頼が殺到。鉢を目
当てにした来園者も増加するなど、公共
施設として、公園の利用価値が高まると
ともに、循環型社会の一端を担う取り組
みにつながると、地域の期待も高まって
いる。

◆

　コロナ禍以前から終活として身辺整理
を行う人は少なくなく、同社には以前か
ら、園芸や盆栽等で使用していた植木鉢
の処分に困っているとの問い合わせや相
談を受けることがあったが、コロナ禍で
在宅時間が増加したこともあり、その数
が増した。
　同時に在宅時間の増加で、新たに家庭
菜園や園芸を始める人が増えているとの
ニュースを耳にし、処分に困った鉢を無
料回収して、それらを新たに始める人に

無料で提供すれば、植木鉢の有効活用が
できるのではないかという、今回の取り
組みのきっかけになった。

◆
　取り組みを始めるにあたって、ヒント
にしたのは、循環型社会に向け、無駄を
できるだけなくそうという食品業界が
行っているフードロス削減のための通販
やお取り寄せで、同社が指定管理を行っ
ている植物公園の公共施設としての利用
価値の創出に繋がればと、今回の “ 植木
鉢の無料回収・配布 ” を開始した。
　実際に植木鉢の回収を始めて、持参
については特に問題はないものの、「植
木鉢を運ぶ手段がない」「数が多過ぎて
運べない」「実物を見て判断して欲しい」

といった回収に伺う事案が多く、時に
よっては事前申告の 10 倍もの量など数
量違いや土や泥まみれ、さらには廃品回
収との勘違いなどもあり、回収した鉢の
洗浄などに予想以上の手間が掛かったと
いう。

◆
　 こ う し た 努 力 に よ り、 こ れ ま で に
3,000 鉢以上を回収するなど、予想以上
の反響で、幼稚園や学校でも活用されて
いる。
　現在、北九州市内限定で実施されてい
るが、公園利用者の満足度を高めるだけ
でなく、来園の新たなきっかけづくり、
花と緑の普及啓発にもつながる取り組み
として、今後の広がりが期待される。

植物公園内にある改修した植木鉢の提供場所 回収した植木鉢の在庫状況

　広報活動部会では先頃、日造協会員を対象に「コロナ禍での公園等の活用に関す
る調査」を行い現在までに 24 件の回答をいただいております。会員の方々で関連の
取り組みがございましたら、取り組みについての概要を事務局までお送りください。

　アフターコロナに向けて コ ロ ナ 禍 に お け る
会 員 の 取 り 組 み 事 例

植木鉢の無料回収・配布
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　岡山県においても新型コロナ
ウイルスが広がり、様々なイベ
ントが中止になり、気持ちが滅
入る日々が続いています。
　他県への移動の自粛がされる
日々に終わりが来ることを願い、
岡山県の見どころの一つ岡山後
楽園をご紹介したいと思います。
　岡山後楽園は今から 300 年前
に岡山藩主池田綱政が家臣であ
る名工津田永忠に命じて造らせ
た江戸時代を代表する大名庭園
です。

◆
　隣接する旭川から中州に位置
する後楽園に、当時としては珍
し い サ イ フ ォ ン 技 術 に よ っ て

640 ｍにも渡る曲水を巡らせた池
泉回遊式庭園で、日本三名園の一
つとされています。
　江戸時代には園内に自然のタン
チョウが飛来していたそうですが、
現在では園内で飼育されているタ
ンチョウを見ることができます。
月に一度は放鳥され多くの来園者
に喜ばれています。

編集後記　緊急事態宣言が解除され、これまで一番我慢をしてきた児童や生徒・学生の皆さんには
感染防止対策を万全にしつつ、今しかない青春時代を楽しんでもらいたいと思っております。
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江
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緑
の
役
割

　また、早春には園内の芝焼きも行われ、
のちに新緑の芽吹き一色の中の散策は心
身ともに気持ちの良いものです。
　園内には四季折々の草花が咲き乱れ、
岡山城と桜やタンチョウと花々などカメ
ラを片手に散策されるのも楽しみです。

◆
　園内の各施設は事前予約で貸切ること
もでき、婚礼の写真撮りなどにも使われ
ています。
　大切な方々と庭園を眺めながら、ゆっ
たりとした時間を過ごされるのもお勧め
です。

　イベントの一つとして、年３回の幻想
庭園（夜間特別開園）が企画されていま
す。
　ライトアップされた庭園、各種催し物
やプロジェクトマッピングが楽しめま
す。
　現在、新型コロナウイルスの影響で臨
時休園、幻想庭園の中止が余儀なくされ
残念な気持ちでいます。
　一日も早く新型コロナウイルスが終息
し、誰もがゆっくりと緑を楽しめる日が
来ることを願っています。
那須　和美（岡山県支部　㈱小山庭苑）

ワークショップを開催すると毎回大勢
の方が参加して下さいます。
　基本の結びを教えるだけで、私では
思いつかないような作品がどんどん出
来上がり、水引の楽しさを伝えられる
喜びと、新しい人々との出会いに自ら
の創作意欲も刺激されます。
　今は、昨年誕生した自分の娘が成人
式・結婚式といった大切な場面を迎え
る際に、たっぷりの愛情と想いを込め
た水引飾りを贈るのが密かな夢となっ
ています。

　『水引 ( みずひき )』と聞く
と皆さんは何を思い浮かべる
でしょうか？
　金封に使われている飾りを
想像するのが一般的かと思い
ます。
　もしかしたら存在は知って
いても、名前は知らなかった
なんて人もいるかもしれませ
ん。実は私もその一人でした。

◆
　芸術大学卒業後に入社した
会社で水引と出会った私は、
退職後も自分の趣味の一環と
して続け、友人に贈る祝儀袋
や自分の結婚式の和装用の髪
飾り等、全て水引で手作りし
ました。
　私が感じる水引の一番の魅
力は『手仕事』ということです。
どんなに技術が発達した現代
でも水引の飾りは全て人の手
によって作られています。
　水引の起源は 7 世紀頃、遣
隋使が持ち帰ってきた答礼品
に航海の無事を祈って紅白の
麻紐が結ばれていたことが始
まりだと言われています。

◆
　贈る相手の事を想い、色や
本数、形に意味を込めて、今
もなお私達の生活の中で当た

り前に存在する水引。
気軽にできる趣味とし
てご年配の方から若い
世代、さらには海外の
方にまで注目されてい
るようで、友人と共に

想
い
を
紡
ぐ
、
繋
げ
る
、
結
ぶ
。

月に１度放鳥されるタンチョウ

【造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売】
★日造協では、技術委員会安全部会を中心に労働安全衛生規則の改正に伴い造園
作業に適したフルハーネス型墜落制止用器具を開発などを進めてきました。
　この度、日造協安全部会の群馬庚申園㈱様から「造園用フルハーネス型墜落制
止用器具」を会員の皆様へ特別価格で提供とのご案内がありました。

ご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。
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着物に合わせて作成した髪飾り

事務局の動き
【10 月】
  1 ㈮・全国造園フェスティバル（コア月）～ 10/31
  2 ㈯・3 級技能技能検定の実技試験課題を用いた人
　　　  材育成マニュアル動画作成委員会（造園）
  4 ㈪・建築工事監理指針改訂委員会 植栽及び屋上 
　　　  緑化分科会
　　　・建築改修工事監理指針改訂委員会 植栽及び屋上
           緑化分科会
  5 ㈫・広報活動部会【web】
  6 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会
  7 ㈭・運営会議【web】
　　　・登録造園基幹技能者講習（沖縄）～ 10/8
15 ㈮・技能五輪全国大会 造園競技委員会【web】
19 ㈫・AIPH 博覧会会議【web】
21 ㈭・AIPH 総会【web】
22 ㈮・役員候補者等選考委員会（第１回）
28 ㈭・第２回樹木の腐朽に関する検討委員会
29 ㈮・「ひろげよう 育てよう 緑の都市」全国大会

【11 月】
  2 ㈫・広報活動部会 
  4 ㈭・造園・環境緑化産業振興会代表者会議 
　　　・国土交通省との意見交換会 ( 振興会 ) 
11 ㈭・植栽基盤診断士認定試験（実地試験）～ 11/13
15 ㈪・2027 年国際園芸博覧会協会　設立総会
16 ㈫・全国事務局連絡会議【web】
18 ㈭・登録造園基幹技能者講習（大阪）～ 11/19
25 ㈭・植栽基盤診断士認定試験（実地試験・福岡）
26 ㈮・植栽基盤診断士認定試験（実地試験・大阪）

 委員会等の活動
●女性活躍推進部会テーマ別小会議（勉強会）【web】
9/1 外部への講師、外部者への相談窓口について審議

●街路樹剪定士制度部会
9/2 実技研修・実技試験で使用するフルハーネスの仕
様、指導員研修会の開催計画（関東・埼玉）、研修・試
験関係者への用具支給について審議
●広報活動部会（Web）
9/7 日造協ニュース 9 ～ 12 月号の内容及び令和 4 年
新年号等について審議
●女性活躍推進部会テーマ別小会議（出前講座等）【web】
9/9 出前講座の開催方法等について審議
●造園技術フォーラム部会【web】
9/13 第 14 回 造園技術フォーラム（熊本）・交流会の
開催等について審議
●女性活躍推進部会テーマ別小会議（学会の社会連携）【web】
9/15 日本造園学会の社会連携委員会との連携について審議
●女性活躍推進部会テーマ別小会議（経営者会議）【web】
9/16 女性経営者、継承者について審議
●植栽基盤診断士認定試験（学科試験）
9/19 各総支部において、学科試験を実施
●国際企画部会【web】
9/21 AIPH 総会（持続化会議、総会本会議）への参加
及び AIPH に係る横浜市からの依頼事項について審議
●植栽基盤診断士認定試験（学科試験）
9/22 協会本部において採点を実施
●女性活躍推進部会【web】
9/22　今年度の事業計画及び今後の活動について審議
●植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
9/28 学科試験の採点及び実地試験について審議
● AIPH 持続化会議【web】
9/30 観賞用園芸の持続化についての基調講演及び業界
のメンバーによる会議を実施
●建築工事監理指針改訂委員会植栽及び屋上緑化分科会
10/4 「建築工事監理指針　令和元年度版」の改訂について審議
●建築改修工事監理指針改訂委員会植栽及び屋上緑化分科会
10/4「建築改修工事監理指針　令和元年度版」の改訂
について審議

ワークショップの様子

お客様が作成したぽち袋

初夏の延養亭特別公開

早春に行われる芝焼き

岡山城と桜

夜の幻想庭園㊧　　　　春の後楽園㊤


