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　２面  【学会の目・眼・芽】 学会の全国大会・ミニフォーラムに参加して思うこと
　　　　（公社）日本造園学会副会長、千葉大学大学院園芸学研究院・教授　柳井　重人
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　３面   都市公園緑地対策特別委、都市公園緑地等整備促進議連合同会議
　４面   【ふるさと自慢】箕面の森でリフレッシュ “もみじの天ぷら”ぜひご賞味を
　　　　大阪府支部　野口　よしの（㈱庭樹園）
　　　　【緑　滴】 想いを伝えるアイシングクッキー
　　　　香川県支部　末澤　里佳（末澤緑地㈱）
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　　　　　　日造協ホームページに掲載をしていますので、ご活用ください。
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　春の新緑、夏の涼しげな木陰、秋の
落ち葉、季節ごとに装いを変え素晴ら
しい景観をつくり出す。多くの自治体
は目指すべき景観として「緑豊かなう
るおいのある景観」「調和のとれた景
観」「歴史的な街並みの落ち着いた景
観」などを挙げている。
　景観に対する価値観を反映し、生垣な
どの緑化の推進、建物の高さの統一、色
彩の規定、景観阻害要因と見なされる電
線の地中化、屋外広告物の規制などが景
観整備の施策として行われている。

◆
　一方「良好か悪いか」「美しいか醜
いか」という軸におさまらない、さま
ざまな感覚を働かせ景観を眺める。そ
の多様な見方そのものを楽しむ動きも
現れはじめている。名所や景勝地では
ない普通の街を散策する「街歩き」が
盛んに行われるようになっていること
が挙げられる。
　美しいとか歴史的街並みがあるとい
うわけではない「普通の街」を歩き日
常の景観に隠された価値を再発見する
という、誰もが美しい景観を美しいと
感じるだけではなく、自分の視点で景
観の多様な価値を発見することを楽し
む人は増えてきたと思う。

◆
　景観づくり市民参加の「まちづくり」
風雨による破損木が生じる、落ち葉や
枯れ枝が雨どいに詰まるなど市民から
の苦情に対して、CO2 削減の重要性
や環境の大切さ気温の上昇抑制効果を
説き市民と協力しながら樹林地を子供
たちが気軽に入れる「里山緑地」あせ
らず、ゆっくり小さな木から根付かせ
なければならないと考える。

　美しさ北に阿讃山脈、南に四国山地、
中央には吉野川が流れ自然豊かな所で
ある。
　春の新緑また春から夏にかけての山
河も素晴らしく自然が色濃く残ってい
る。地域は美しいが、自然と人間の営
みの合作である棚田、散居村落の田園
風景も美しい。本四架橋の数々も日本
が世界に誇るものである。あのように
大きな構造物が瀬戸内海の島々に溶け
込み、何の違和も感じさせないのは、
素晴らしいことである。

◆
　景観について配慮がほしいのは、
ガードレールやブロック塀などの構造
物である。仮設として機能だけを満た
せばいいのだという雰囲気を漂わせて
いる。徳島で杉の間伐材を使った所が
あり木のぬくもりを感じ周りと調和し
て美しかった。
　景観と言えば静的景観のことを連想
しがちであるが、景観がどう変わった
かの動的変化についての評価がなされ
てもいいのでないか。景観から受ける
印象に対して、色彩が果たす役割は非
常に大きいと言われている。水や緑が
豊富な景観や伝統的雰囲気を持つ街並
みは、私たちを穏やかで落ち着いた気
持ちにしてくれる。しかしその中に、
主張の強い色彩をした構造物や広告物
が出現すると、その雰囲気は台無しに
なるケースをときどき見受ける。
　このような体験からも色彩が景観に
多大な影響を持っていると思う。景観
作りはみどりの保全創出であり、緑に
よってもたらされる四季の変化を通じ
て豊かさを実感することができる。

◆

美 し い 四 国

　（一社）日本造園建設業協会理事　
マルセー緑化建設㈲　代表取締役　関　正義

全国大会で挨拶する髙梨雅明（一社）日本公園緑地協会会長

国土交通大臣表彰など会員が各賞を受賞

　「ひろげよう 育てよう みどりの都市」
全国大会は 10 月 28 日、東京都千代田
区一ツ橋の日本教育会館で開催された。
　午前中は「公園緑地関連三賞受賞作品
発表会 “ 今年の№１はこれだ ”」と題し
て事例発表会を開催。午後からの全国大
会は、主催者の髙梨雅明（一社）日本公
園緑地協会会長のあいさつに続き、ご来
賓の藤井直樹国土交通事務次官が斉藤鉄
夫国土交通大臣のご祝辞を代読。表彰と
講演、報告が行われた。
　表彰では日造協から、「令和４年度都
市緑化及び都市公園等整備・保全・美化
運動における都市緑化功労者国土交通大
臣表彰」を佐々木一敏氏（63）㈱サンコー
緑化代表取締役（北海道）、持田正樹氏

（59）㈱もちだ園芸代表取締役（島根県）、
我如古満氏（65）㈲浦西造園専務取締
役（沖縄県）が受賞。
　「第38回都市公園等コンクール」では、
国土交通大臣賞を堀江造園㈱ほか「金沢

八景権現山公園～歴史的景観の継承～」
（神奈川県横浜市）、㈱日比谷アメニスほ
か「としまみどりの防災公園　官民連携
の取組み」（東京都豊島区）、（一社）日
本公園緑地協会会長賞を岩間造園㈱ほか

「オバッタベッタ（愛知県営小幡緑地本
園）」（愛知県名古屋市）、㈱九州造園ほ
か「山田緑地×パルパーク・プロジェク
ト」（福岡県北九州市）が受賞した。
　講演は、池邊このみ千葉大学大学院教
授が「ポストコロナのランドスケープ業
界の展望～今、私たちのなすべきこと～」
と題し、世界各地の先進事例を紹介した。

秋の叙勲・褒章 ４氏受章
 　2022 秋の叙勲・褒章受章者が発表さ
れ、日造協関係では、４氏が受章の栄に
輝いた。

【旭日双光章】小林文武氏（76）㈱光風
園代表取締役（埼玉県）、【黄綬褒章】卯

都市緑化功労者表彰受賞者を囲み記念撮影

久郷 愼治 氏 執行 英利 氏小林 文武 氏 卯之原 昇 氏

2023 新年造園人の集い  2023 年 1 月 5 日㈭ 17:50 より
品川プリンスホテル アネックスタワー５階  「プリンスホール」 （東京都港区高輪４-10-30　☎ 03-3440-1111）   
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点から、中止となる場合がございますのでご承知おきください。

優秀施工者国土交通大臣顕彰「建設マスター」
日造協から13氏

　令和 4 年度優秀施工者国土交通大臣
顕彰式典が 10 月 18 日有楽町読売ホー
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、近藤琢也氏・
㈱八廣園（埼玉県）、金川繁男氏・湘南
造園㈱、仲間拓二氏・㈱村瀬造園（神奈
川県）、八島裕幸氏・グリーン産業㈱（新

潟県）、山口美智明氏・㈱岸グリーンサー
ビス（石川県）、𫝆井直久氏・㈱植藤造
園（京都府）、石岡須美氏・㈱大幸造園

（京都府）、山下久美子氏・㈱岡田造園（京
都府）、德田雅章氏・関西植木㈱（大阪
府）、髙尾彰一氏・九州林産㈱（福岡県）、
牟田秀樹氏・㈱西鉄グリーン土木（福岡
県）、山本徹也氏・㈱兄弟緑地（長崎県）、

　「都市緑化キャンペーン 2022」が 10
月 24 日、東京都千代田区の日比谷公園
特設ステージで行われた。
　今年のキャンペーンは、「ひろげよう
　育てよう　みどりの都市」をテーマに、
日造協をはじめ、緑化関連の 17 団体で
構成される都市緑化推進運動協力会の主

「ひろげよう 育てよう 　みどりの都市」全国大会

之原昇氏（73）㈱昭和造園代表取締役
社長（神奈川県）、久郷愼治氏（69）㈱
久郷一樹園代表取締役（富山県）、執行
英利氏（68）㈱執行茂寿園代表取締役（福
岡県）

催、国土交通省、東京都、千代田区、全
国知事会・市長会・町村会の後援で開催。
　当日は、来春に開催する第 40 回全国
都市緑化仙台フェアの紹介の後、藤井直
樹国土交通事務次官、髙梨雅明都市緑化
推進運動協力会会長、副島建東京都建設
局次長らが来場者に花鉢を配布した。

都市緑化キャンペーン2022　日比谷公園で開催

東眞次氏・㈱皆楽園（熊本県）の 13 氏
が受賞。式典では、石井浩郎国土交通副
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。
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学会の全国大会・ミニフォーラムに参加して思うこと
（公社）日本造園学会副会長、千葉大学大学院園芸学研究院・教授　柳井　重人

　少し前の話で恐縮であるが、6 月に
北海道恵庭市と札幌市（北海道大学農
学部）において、2022 年度日本造園
学会が開催された。
　オンライン方式も含めつつ、久しぶ
りに対面を主にする形で運営され、恵
庭市での都市緑化フェアの開催前とい
うこともあり盛況であった。
　年 1 回の全国大会は、通常、学生公
開デザインコンペ、見学会、学会賞受
賞者の記念講演、公開シンポジウム、
ポスター発表、研究発表、ミニフォー
ラムなどから構成される。造園学会の
会員・非会員を問わず参加でき、研究
者や学生など「学」の分野はもとより、

「産」や「官」、市民にも開かれた大会
である。
　建設系 CPD 構成団体会員であれば、
所定の手続きを経て CPD 単位を取得で
きる。日造協の会員の皆さまにも積極
的に参加していただければと思う。

◆
　さて、今回の全国大会のミニフォー
ラムでは 12 テーマが設定され、それ
ぞれ産官学の間での議論が展開された。
　造園施工・管理に関係の深いテーマ
では、「街路樹の包括管理の現状と課
題」、「日本庭園の “ わざ ”（伝承造園技
術）をいかにして継承し、未来につい
ないでゆくか？」などがあり、私自身

は「造園の魅力－産と学の連携のあり
方－」に参加した。
　ここで言う「産」とはおよそ施工界
のことであり、「学」とは大学・学会
を示している。私の専門は計画・マネ
ジメント分野であり施工界の詳細を理
解しているとは言い難いのであるが、
お声がけをいただいて、主に大学・大
学の立場から話題を提供した。

◆
　会場からは「学生に造園の仕事の魅
力を伝えて欲しい」、「施工に関する研
究をしている大学教員の顔が見えな
い」、「施工の現場で役立つ研究を推進
して欲しい」などの指摘があった。
　学生や若手の社会人からの発言がほ
とんどなかった点は残念であったが、
いずれも大学・学会の現状や、施工界
との連携に対する問題提起として受け

止めた。
　なかでも 1 点目の指摘は、大学・学
会や造園界全体の課題にも通ずる本質
的なものであると感じた。
　大学では、いわゆる Z 世代の学生が
ほとんどになっている。これから社会
に出て行くこの世代は、これまでの世
代とは異なる特徴的な価値観や行動規
範を有し、今後の社会や環境にあり方
に大きな影響を及ぼすと言われている。
　私たちは、彼らから共感を得られる
ような造園の魅力づくりやその伝え方
ができているだろうか。今後の戦略づ
くりにどのように役立てれば良いだろ
うか。
　ミニフォーラムでの議論を通じ、改
めて考えさせられた次第である。

　学会の目・眼・芽　第 129 回

　花と緑で美しい日本を！をテーマに花と緑の大切さ公園や緑地の役割を知っても
らうイベントが各地で開催されました。

全国造園フェスティバル 各地で開催

　10 月 22 日 ( 土 ) に千葉県立手賀沼自
然ふれあい緑道で「全国造園フェスティ
バル 2022」を開催しました。手賀沼自
然ふれあい緑道は、柏市と我孫子市にま
たがる手賀沼の南岸 ( 柏市側 ) にある東
西に長く伸びた全長 9.4km の遊歩道で
す。
　手賀沼自然ふれあい緑道での開催は今
年で 3 年連続。毎年恒例のウォーキン
グレッスン、生きもの観察会、造園クイ
ズ、どんぐりアート、屋外写真展、活動
報告ブース、キッチンカー他、新たなプ
ログラムを含め 11 ブースを用意しまし
た。
　造園の仕事を PR するプログラムとし
て千葉県立我孫子高等技術専門校造園科
とコラボした「造園クイズ」、SDGs の取
り組みとして「バイオネスト展示」、初
の試みとして「ロボット芝刈機展示・ラ
ジコン草刈機操作体験」を実施。特にラ

地域連携でつくり上げる造園フェスティバル
千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道の最東端で実施

ジコン草刈機は、子どもたちに大人気で
した。バイオネストは、「巨大な鳥の巣
みたい！」と興味を持つ子どもに「地球
の栄養になるんだよ」と教えているお母
さんの姿を見て、バイオネストの役割を
知ってもらう良いきっかけになったと実
感しました。
　2 ヶ月おきに実施しているクリーン活
動に参加してくれたアトリエ教室の子ど
もたちが、拾ったごみで「ごみこし ( お
神輿 )」を制作。誰かが捨てたごみが素
敵なアート作品になって戻ってくる！子
どもたちと一緒に環境問題について考え
る素敵なプロジェクトが実現。「わっしょ
い♪」と元気にごみこしを担ぐ子どもた
ちの姿に来園者から暖かい声援が送られ
ました。
　屋外写真展は、「手賀沼自然ふれあい
緑道の魅力」をテーマに SNS を活用し
てフォトコンテストを開催。緑道の春夏

秋冬が一度に楽しめる！来園者とのコラ
ボイベントとして毎年好評です。
　東京大学都市デザイン研究室出展の

「ヌマベキャラバン」は、12 歳までにや
るべきチャレンジを手賀沼バージョンに
アレンジ。キャラバン ( 軽トラ ) に積ま
れたボックスの中に道具やミッションが
書かれたカードが入っていて、好きな
ボックスを選んで自然体験にチャレン
ジ！親子で自然との触れ合いを楽しむ姿

　10 月 1 日 2 日の両日、快晴の下、下
関市内のゆめ広場において第 48 回下
関市緑化祭に共催として参加しました。
様々なイベント、教室、講義を企画し小
さな子供連れの家族のため場内をミニエ

クスプレスが走り回りました。また地元
のキッチンカーや草花の販売、園芸機械
のデモ展示、枯れた池に一時的に水遊び
場を作るなどおもてなしをしました。ま
た会場周囲に協会が育てたコスモスを配

置し、アサギマダラをよぶフジバカマも
配置しました。2 日間多くの方に来場い
ただき、盛況に終了いたしました。
　準備では、敷石の上に土をのせインス
タント庭園を 3 日間かけて作庭し、人
工的な石張の広場に、緑豊かな庭が出現
しました。次年度に敷石の一部を撤去し、
芝生広場にする計画があり、市民の皆様
に良いイメージを持ってもらおうと計画
しました。開催両日も樹影の下一息つか
れる来場者も多く、次年度の新しいゆめ
広場が楽しみです。
　1 日目のオープニングは、緑化に寄与
された方や都市緑化月間のポスター入賞
者の表彰、十月桜の記念植樹が行われ市
吹奏楽団や地元平家太鼓の演奏で賑やか
に始まりました。その後、無料苗の配布
やアンケート、園芸相談を行いました。
午後からは毎年恒例のプロによる剪定教
室が開催され、今年はよりイメージがわ
きやすくするためにインスタント庭園内
の樹木を使い剪定を行いましたので、参
加者は『うちの庭は○○だからこうした
方がいいのか』といつもとは一味違った
うなずき方をされていたことが印象的で

第
17
回

ウェルカムゲート（集合写真）

ラジコン草刈機操作体験

バイオネスト展示

来場者の笑顔のため、下関市緑化祭と共催
“街中のみどりを増やそう講座”で講師力説

が見られました。
　私たちだけでは達成できなかった課題
への取り組みは、学校や地域団体、来園
者と連携することで「造園の仕事」の魅
力を広く発信できるフェスティバルにな
りました。こうした数々の連携が美しい
景観をつくり上げていくのだと思いま
す。

千葉県支部　㈱新松戸造園　土屋 絵里

造園クイズ

した。その後、街中のみどりを増やそう
という講座では一人ひとりの緑に対する
思いが街を変えていくことを講師は力説
されていました。
　2 日目もオープニングは下関市豊浦町
の清流太鼓の壮大な演目で始まりまし
た。その後、苔玉作り教室（500 円 / 人）
を開催し、会員の指導の下、笑顔で頑
張って作っていました。特に、3 年連続
という方もいらっしゃり人気のイベント
になっております。最後は目玉のコンテ
ナガーデンのビンゴ大会です。カードを
求めかなりの列ができていました。続々
と当選者がコンテナガーデンを射止めて
おりました。
　下関市で 48 年連続開催されるイベン
トはほかになく会員も都市緑化月間の啓
蒙と、来場される方の笑顔のために続け
ております。個人的な感想ですが、みど
りのイベントはいいものです。みどりが
仲を取り持って、市民全体が健やかに、
元気に、明るく、そして強くなれること
ひしひしと感じております。

山口県支部　㈱下関植木　藤本 篤靖

敷石の上のインスタント庭園

枯れた池を一時的に水遊び場に 剪定教室の様子
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青森県支部　10/29,30
イオンモールつがる柏
　ショッピングモール内にて開催。種子
の配布を実施、箱庭を参加者と作成した。
子供たちも多く集まり、喜んでもらえて、
大変賑わった。

茨城県支部
10/9　国営ひたち海浜公園
　来園者は約 25,000 人であった。緑化
相談、種の配布などを含めて 100 人近
くの方にご参加いただいた。特にチャレ
ンジ・ザ・ガーデニング（花壇植体験）
はご家族連れで賑わった。

秋田県支部
10/1,2　千秋公園
　Green ＆ FlowerFes in AKITA に
て、造園作業に使われる高所作業車の乗
車体験や、樹木剪定の技術パフォーマン
ス、クリスマスリースづくり、そのほか
盛りだくさんのイベントを 2 日間開催。
多くの来場者に楽しんでいただいた。

都府県 開催日 開催場所
兵庫 5/21 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）
東京 6/4,5 世田谷公園
群馬 9/23 ぐんまこどもの国
石川 9/23 西部緑地公園
高知 9/26 高知県立池公園
秋田 10/1,2 千秋公園
山口 10/1,2 海峡ゆめ広場
山口 10/2 亀山公園山頂広場
高知 10/8 中央公園
徳島 10/8 あすたむらんど徳島

和歌山 10/8 和歌山マリーナシティ

東京都支部
10/22　新宿中央公園
　「新宿中央公園オータムフェスタ」（ち
びっこ広場完成記念）と同時開催した。
当日は、球根の掴み取り、花の種配布、
ギンナンの配布・掴み取り、竹細工等盛
りだくさんのイベントを実施し、多くの
親子連れが楽しい時間を過ごしていた。

静岡県支部
10/15,16　アクト通り・東ふれあい公園
　アクトタワー、県総合庁舎からも近い
東ふれあい公園にて、秋の都市緑化月間
に啓発活動の一環として開催した。花と
緑にふれあう中で花緑の大切さを考えて
いただけるよい機会になった。

岐阜県支部
10/9　ぎふワールド・ローズガーデン
　原種から世界中の最新品種までバラエ
ティ豊かなバラを植栽されているぎふ
ワールド・ローズガーデンにて開催。当
日はウッドバーニングの体験教室が盛況
で、たくさんの方に楽しんでいただいた。

福井県支部
10/12　福井市中央公園ビジターセンター御座所
　第５回ふくい建築賞２０１８「優秀賞」
を受賞した福井市中央公園ビジターセン
ター御座所にて花壇づくり講習会を実施
し、それぞれ素敵な作品を制作され参加
者にも喜んでいただいた。

広島県支部
10/9　国営備北丘陵公園
　先着 200 名でチューリップの球根つ
かみ取り体験を実施。つかめる目安は 1
～ 6 個。6 個つかめると、つかみどりの
達人！？子供たちにも楽しんでもらえる
イベントとなった。

和歌山県支部
10/8　和歌山マリーナシティ
　ミニ観葉・花の種配布は人気であっと
いう間に用意した数の配布終了。ほか
にも造園 PR のパネル展示などで造園を
知ってもらう機会となった。

香川県支部
10/15　国営讃岐まんのう公園
　パンジーやアリッサムなど約 1,000
ポットの花苗と花の種を準備し、当日の
来園者に無料配布を行った。園内では他
のイベントも開催され、多くの来園者で
賑わい、造園を身近に感じてもらえるア
ピールができた。

熊本県支部
10/15,16　水前寺江津湖公園広木地区
　江津湖みなも祭り 2022 秋にて、「江
津湖の水と緑を、み・ん・な・で、もっと
楽しもう♪」をコンセプトとし、おいし
い・たのしいマルシェ、いきもの観察会、
スポーツ体験、クルージングなどを来場
者に楽しんでいただいた。

長崎県支部
10/21 ～ 10/24　長崎県庁ロビー
　県庁ロビーの一角で開催。種・球根を
配布し、パネル展示を実施した。県庁を
訪れた人々は足を止めて展示パネルを眺
めたり、種を受け取ったりと、造園を知っ
て頂く良い機会になった。

フェスティバル当日の様子を一覧形式で一部をご紹介します

第 1 7 回 　 全 国 造 園 フ ェ ス テ ィ バ ル 　 各 地 の 開 催 概 要 の ご 紹 介

　自由民主党都市公園緑地対策特別委員会、

都市公園緑地等整備促進議員連盟、合同会議

が 10 月 25 日に開催され、日造協の田丸副

会長、内海一富（一社）日本造園組合連合会

理事長、内田裕郎（一社）日本公園施設業協

会会長、全国都市公園整備促進協議会の松戸

徹船橋市長が出席し、各団体より要望及び提

言を行った。

　日造協からは、①令和４年度補正予算にお

いて昨年度を上回る予算規模の確保並びに令

和５年度当初予算における都市公園等関係予

算の確保・拡大、②都市の諸課題に対応した

緑化等の取組みへの支援、③造園工事の品質

の確保・向上等について、要望を行った。

　会議では、最近の都市公園緑地政策につい

て、国土交通省からの説明後、令和４年度補

正予算及び令和 5 年度予算要望に向け、特別

委員会及び議員連盟より、以下の８項目の決

議が行われた。

都市公園整備の促進に関する緊急決議

一、令和四年度補正予算において昨年度を上回る予算規模の確保、並びに令和五年度当初予算における都市公園緑地等関係予算の満額確保

一、火災により焼失した首里城正殿等の早期復元を始めとする国営公園、明治記念大磯邸園、国営追悼・祈念施設の整備等促進

一、「防災・減災、国土強靭化のための５か年緊急対策」をはじめとする、計画的な防災公園等の整備・強化や老朽化対策の推進

一、多様なライフスタイルを支えるまちづくりに向け、こどもをはじめ多様な世代が安心して利活用できる都市公園等の整備及び改修並びに柔軟

　　な利活用の促進（安全で多様な公園遊具の整備、定期点検、修繕・更新等）

一、ＧＸの推進に向け、二酸化炭素の吸収源等として都市における緑化空間の創出、公園への再生可能エネルギーの導入促進

一、国体・国スポなどのスポーツ競技大会の会場やスポーツを核とした地域活性化に資する都市公園及び「新しい資本主義」に対応する Park ー

　　PFI 等を活用した官民連携による都市公園の整備促進

一、四季の花々や果樹など自然とふれあい、魅力ある地域づくりに資するグリーンインフラとしての公園緑地の官民連携による整備促進及び市民緑地認  

       定制度に係る税制特例の延長並びに 2025 年大阪・関西万博での造園技術の展開と横浜市で開催される 2027 年国際園芸博覧会に向けた取組の支援

一、適正な施工の確保のため、登録造園基幹技能者等の関連資格の普及及び関連する研修の充実並びに資格保有者の配置の推進

都市公園緑地対策特別委、都市公園緑地等整備促進議連合同会議

都市課題に対応した緑化への支援などを要望

合同会議の様子

都府県 開催日 開催場所
茨城 10/9 国営ひたち海浜公園
広島 10/9 国営備北丘陵公園
岐阜 10/9 ぎふワールド・ローズガーデン
千葉 10/9,10 県立幕張海浜公園
宮崎 10/10 宮崎県総合文化公園
石川 10/10 奥卯辰山健民公園
福井 10/12 福井市中央公園ビジターセンター御座所
宮城 10/15 国営みちのく杜の湖畔公園
新潟 10/15 国営越後丘陵公園
山梨 10/15 小瀬スポーツ公園
香川 10/15 国営讃岐まんのう公園

都府県 開催日 開催場所
愛知 10/15 国営木曽三川公園
千葉 10/15,16 船橋天沼弁天池公園
静岡 10/15,16 アクト通り・東ふれあい公園
熊本 10/15,16 水前寺江津湖公園広木地区
千葉 10/16 千葉県立北総花の丘公園

神奈川 10/16 神奈川県立相模原公園
富山 10/19 富山県民会館
長崎 10/21,24 長崎県庁
東京 10/22 日比谷公園
福島 10/22,23 メガステージ白河
千葉 10/22 千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道

都府県 開催日 開催場所
東京 10/22 新宿区立中央公園
滋賀 10/29 荒神山公園
青森 10/29,30 イオンモールつがる柏
島根 10/30 くにびきメッセ
福岡 10/30 国営海の中道海浜公園
東京 11/4,5 池袋サンシャインシティ
東京 11/5 豊洲公園
広島 11/5 広島市森林公園
東京 11/5,6 代々木公園 B 地区
埼玉 11/14 埼玉県庁
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　大阪北部に位置する箕面市は豊
かな自然が残るまちです。中でも
箕面大滝がある明治の森箕面国定
公園は紅葉狩りやハイキング、自
然観察に人気のスポットです。箕
面駅から箕面大滝までは約 3km
の道のり。登山道の途中には様々
な御食事処やお土産屋さんがあり
ます。中でも有名なのが「もみじ
の天ぷら」。いろんなお店で売っ
ているので、ぜひご賞味ください。
もみじの天ぷらがのったもみじソ
フトもおすすめです。

◆

　登山道の途中には箕面公園昆虫館
があります。箕面の森には多くの昆
虫が生息しており、館内には昆虫へ
の興味を引き付ける沢山の展示や標
本があり、放蝶園では多数の蝶を間
近で観察でき、職員さんが幼虫の
お世話をしている様子も見学できま
す。昆虫への興味が湧くとても楽し
い施設です。

◆
　川のせせらぎの音や緑の葉からこ
ぼれる木漏れ日を感じながらの散策
はとても気持ちが良く、箕面大滝周
辺は滝の水しぶきと爽やかな風が

編集後記　数年ぶりに忘年会とか新年会を実現できそうな社会になってきていますね。引き続き感
染予防に努めつつも仲間との時間を楽しく過ごせたらいいですね
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一層気持ちをリフレッシュさせてくれま
す。
　お食事は登山道から少し離れた場所に
ある古民家カフェ「ＣＡＺＩ　ＣＡＦＥ」
の色とりどりの小鉢が並ぶおかず定食が
とっても美味しくおすすめです。

◆
　少し足を延ばすと勝運祈願で有名な勝
尾寺があり、勝ちダルマに目標を祈願す
ることと広大な見ごたえのある庭園を
巡ってみるのもおすすめです。
　そして最後には箕面温泉の大きなお風
呂で疲れを癒してください。
　どの季節も楽しめるリフレッシュに最
適な場所だと思うので、ぜひ訪れてみて

下さい。
大阪府支部　野口よしの（㈱庭樹園）

と大騒ぎ。そんな光景を見て、大変
だったけど作ってよかったなぁと思い
ます。

◆
　そう、アイシングクッキー、実は作
るのに準備が大変なのです。
　クッキーを焼くだけでも大変なの
に、卵白を混ぜてクリームの硬さを調
整したり。たくさんの量を一人でして
いると心が折れそうになります。そん
な時は、娘と一緒に作業することで大
変な準備も気が紛れて、親子のコミュ
ニケーションもとれます。最近は娘の
方がアイシングの技術が上手になって
きました。
　大切な相手に伝えたい想いを表現で
きるお菓子、それがアイシングクッ
キーです。皆さんも一度体験してみて
はいかがですか？

　私の趣味はアイシングクッ
キー作りです。
　砂糖に卵白を混ぜて着色を
し、クッキーの上に絵やメッ
セージを描いたり、デコレー
ションをしたり。それがアイ
シングクッキーです。
　始めたきっかけは、ワーク
ショップからでした。カラフ
ルな着色に様々なデザインで
どんな世界にも描けるのが魅
力的でインストラクターの養
成講座を受講するほどに、すっ
かりはまってしまいました。

◆
　アイシングクッキーはプレ
ゼントに最適です。贈りたい
相手の顔を思い浮かべながら、
色や形にしていきます。メッ
セージ性が高いのが最大の魅
力。バレンタインに娘の友チョ
コ用に作ったり、最近は息子
の少年野球のプレゼントによ
く作っています。チームのユ
ニフォームとそっくりのクッ
キーにして、バットとボール
をつけて卒団の子供たちにプ
レゼントすると、すごく喜ば
れます。

◆
　子供たちはすぐに食
べようとしますが、そ
れをお母さん方が必死
で止めて、食べる前に
スマホで撮らせてー！
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【造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売】
日造協安全部会・群馬庚申園㈱ご提供の「造園用フルハーネス型墜落制止用器具」会
員特別価格をご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。
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事務局の動き

【11 月】
  1 ㈫・広報活動部会
  4 ㈮・技能五輪全国大会～ 11/7
  7 ㈪・造園・環境緑化産業振興会代表者会議
　　　・国交省との意見交換会
10 ㈭・植栽基盤診断士認定試験（実地試験）東京～ 11/12
11 ㈮・沖縄国際洋蘭博覧会審査会
　　　・予算・税制等に関する政策懇談会
12 ㈯・沖縄国際洋蘭博覧会～ 20
15 ㈫・（一社）2027 年国際園芸博覧会協会第６回理事会
　　　・造園領域発展戦略委員会・戦略立案部会合同会議
16 ㈬・関東・甲信総支部・支部との交流会（群馬県）～ 11/17
17 ㈭・植栽基盤診断士認定試験（実地試験）大阪
18 ㈮・植栽基盤診断士認定試験（実地試験）愛知
21 ㈪・地域リーダーズ勉強会～ 11/22（広島）
24 ㈭・北陸総支部・支部との交流会（金沢市）
25 ㈮・植栽基盤診断士認定試験（実地試験）福岡
25 ㈮・中部総支部・支部との交流会（名古屋市）

【12 月】
  1 ㈭・登録造園基幹技能者講習（大阪）～ 12/2
  5 ㈪・北陸地方整備局との意見交換会（新潟市）
  6 ㈫・広報活動部会
  7 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）

  8 ㈭・北海道総支部・支部との交流会（札幌市）
　　　・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
12 ㈪・第 3 回造園施工管理技術検定委員会
13 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
15 ㈭・街路樹剪定士認定委員会
21 ㈬・近畿総支部・支部との交流会（大阪市）

 委員会等の活動

●広報活動部会
10/4 日造協ニュース 11 月号～ 2023 年 2 月号の
内容及び新春座談会について審議
●新規制度等部会
10/21 「緑地樹木剪定士」の特例措置や制度規程に
ついて審議
●財政基盤協会部会・会員拡大プロジェクト推進部会合同会議
10/19 第 4 次中期計画、会員サービス、会員拡大
プロジェクトの具体的な方策について審議
●女性活躍推進部会（博覧会検討チーム会議）
10/7 国際園芸博覧会協会へ提案書を提出
●女性活躍推進部会（出前講座等小会議）
10/11 今後の出前講座について審議
●女性活躍推進部会（経営者小会議）
10/14 経営者側の課題について審議

㊥もみじソフト　　　箕面公園昆虫館

勝尾寺の勝ちだるま奉納　㊥勝ちダルマ

箕面大滝

箕面大滝までの登山道

日造協 
新入会員のご紹介

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈱牧山 　  　　　　瀧口 直美
宮城県仙台市泉区実沢字二ノ関屋敷 10-1
☎ 022-376-3516　FAX 022-376-3361

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈲万緑工業           佐藤 健二
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 6-10-21
☎ 048-871-8310　FAX 048-871-8362

㈱丹野林業建設  　丹野 将紀
宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山 12-2
☎ 0224-84-5868　FAX 0224-84-5868


