◆◆リカレントスクール・造園・２０１６ 年間プログラム◆◆
（造園ＣＰＤ認定プログラム申請中）

いちから学ぶ
人のネットワークをつくる術
～日本の造園界で人は日々どのように動いているか～

第１回 平成２８年 ９月 ２７日（火）
「全国１級造園施工管理技士の会（一造会）の活動を知る」
常任相談役（前会長） 坂元 博明 氏
（株式会社 柳島寿々喜園）
第２回
１０月 １２日（水）
「樹木医学会の活動を知る」
会長 矢口 行雄 氏
（東京農業大学 地域環境科学部 教授）
第３回
１１月 １５日（火）
「ランドスケープアーキテクト連盟の活動を知る」
理事
中野 竜 氏（株式会社 コトブキ）
IFLA 委員会委員 西山 秀俊 氏（株式会社 グラック）
第４回
１２月 １３日（火）
「公園管理運営士会の活動を知る」
専務理事 長谷川 清弘 氏
(一般財団法人 公園財団)
第５回 平成２９年 １月 １９日（木）
「全国女性造園技術者の会の活動を知る」
副会長 大橋 尚美 氏
(株式会社 戸田芳樹風景計画)

リカレントスクール
造園 ・ 2016
平成 28 年 9 月～平成 29 年 1 月（全 5 回）



リカレントスクールは、
「造園」の小さな継続教育塾です。
本講習会は、全国連合組織である東京農業大学緑友会が造園 CPD 協議会に加入することで、全国の
全ての会員の皆様に、継続教育の受講機会をつくるものとして企画されました。
産業界において生産性の向上と人材の育成が求められる中、今後はあらゆる場面で個人の研鑽の
証としての CPD ポイントの取得が必須となります。この社会的要求に応えるのが緑友会です。
緑友会に求められるリカレントには大別して 3 つのリカレント（学び足し、学び直し）があるよう
に思います。知識習得型のもの、経験蓄積型のもの、そして人脈形成型のものです。今年度の
リカレントスクールは、その 3 つ目の型として準備いたしました。人と人との繋がりを作る術を
考えてみようというものです。
現在造園界にはたくさんの協会や学会等の団体がありますが、この内、専門職能等を資格などで
明確にしながら活動している「団体の活動を知る」シリーズでの講座といたします。必ずや新鮮な
発想、新しい取り組みの方向に出会える良い機会になると思います。



コーディネーターは、造園科学科 山崎 元也 教授です。



本年のリカレントスクールは、第１回～第５回 全５回開催されます。
主催は東京農業大学東京緑友会ですが一般の方々も大歓迎です。
※東京農業大学
今年で 125 年を迎え、15 万余人の校友を擁しています。
こうした校友の中で造園（科）学科の卒業生（約 1 万人）、または東京農業大校友で造園の仕事に
就き、東京に居住もしくは職場をおく者により組織されているのが「東京農業大学緑友会

東京

緑友会」です。

※年間プログラム及び申し込みは裏ページをご覧ください。
主催：東京農業大学緑友会

東京緑友会

共催：東京農業大学緑友会（全国）
・東京農業大学総合研究所

総合研究所研究会「環境緑化部会」

東京農業大学造園科学科・大学院造園学専攻（造園 CPD 認定プログラム）
（申請中）

◆◆リカレントスクール・造園・2016

年間プログラム◆◆

（造園 CPD 認定プログラム申請中）

いちから学ぶ
人のネットワークをつくる術
～日本の造園界で人は日々どのように働いているか～
第1回

第2回

平成 28 年

全国１級造園施工管理技士の会（一造会）
「全国１級造園施工管理技士 常任相談役（前会長） 坂元 博明 氏
9 月 27 日（火） の会（一造会）の活動を知る」
（株式会社 柳島寿々喜園）
一般社団法人 樹木医学会
10 月 12 日
（水） 「樹木医学会の活動を知る」
会長 矢口 行雄 氏
（東京農業大学 地域環境科学部 教授）

第3回
11 月 15 日
（火） 「ランドスケープアーキテク
ト連盟の活動を知る」
第4回

第5回

12 月 13 日
（火） 「公園管理運営士会の活動を
知る」
平成 29 年
「全国女性造園技術者の会の
1 月 19 日（木） 活動を知る」

一般社団法人 ランドスケープアーキテクト連盟
（JLAU）
理事
中野 竜
氏（株式会社 コトブキ）
IFLA 委員会委員 西山 秀俊 氏（株式会社 グラック）
一般社団法人 公園管理運営士会
専務理事 長谷川 清弘 氏
（一般財団法人 公園財団）

全国女性造園技術者の会
副会長 大橋 尚美 氏
（株式会社 戸田芳樹風景計画）

◆スクールの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪ 開催場所 ： 東京農業大学 世田谷キャンパス 1 号館 1F 131 教室
▪ 開催時間 ： 18 時 30 分～20 時０0 分（受付は 18 時より）
▪ 参加費 ： \6,000‐（緑友会会員）
：\10,000‐（一般）
：農大生無料
（遠隔地（東京・神奈川・千葉・埼玉以外）の方は １講座￥1,500（一般￥2,500）で受付致します）
◆受講の申込み方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪ 会場準備の都合上、参加希望者は下記の申込書により事前登録（下記 FAX）をお願いいたします。
▪ 事前登録をしていただければ、毎回の出欠席のご連絡は必要ありません。
▪ 初回参加時または事前に下記の口座へ会費をお振込下さい。事前に口座振込の方は、当日受付で振込済と
お伝え下さい。
（お忙しい方はお時間の都合が良い回だけでも、ぜひご参加下さい）
▪ 東京農大校友で造園業の方はもちろんのこと、一般の方、造園にご興味のある方、また造園 CPD の単位
取得目的の方も、ご参加くださいますようお願いいたします。
東京緑友会
氏

リカレントスクール

名

造園・2016

受講申込書（造園 CPD 認定プログラム申請予定）

卒業生・一般
S.・H

年卒

S.・H

年卒

S.・H

年卒

S.・H

年卒

会社名

電話番号

メールアドレス

一般

※農大卒業生の方は卒業年度を、一般の方は一般に○をご記入ください。尚、用紙は切らずに送信してください。
（造園科学科以外の方は学科名も記入下さい。）
・事務局連絡先：東京緑友会

田丸 敬三

℡

（東光園緑化株式会社
口座名：東京緑友会
銀行名：みずほ銀行

03-3719-4611

FAX：03-3793-1852

内）
口座番号：普通

浜田山支店（店番 184）

1841480

