
２０１９年度 

造園シンポジウムのご案内 
 

日本造園アカデミー会議 

議 長 尼 﨑 博 正  

 

 テーマ   映える！きょう（京）の庭 

     

第４２回目の造園シンポジウムは、「映える！きょう（京）の庭」をテーマに京都で

開催します。  

「今日（こんにち）」や「いま」の意味を持つ「きょう」と京都の「京」を掛け、光

に照らされて美しく輝く・調和して一段とよく見えるを意味する「映え」と、若者が使

う「インスタ映え」に通じる「映える庭」という、たいへん興味深いテーマで各分野の

専門家から事例を交えながらお話しを伺います。 

また視察研修も非公開の植治の庭（流響院・對龍山荘）を拝見します。 

詳細は下記の通りでございますので、多数の方々がご参加下さいますようご案内申

しあげます。 

    

記 

 

◆日 程    令和元年 ９月１４日（土）～１５日（日）   

 

◆場 所  ルビノ京都堀川  ２Ｆ「ひえい」  

      京都市上京区東堀川通下長者町下ル３－７   

      電 話：075-432-6161（代表） 

 

◆講演者及び内容◆ 

＜第１日目－１４日（土）＞ 

１３：００～１３：３０ 受付 

１３：３０～      シンポジウム開会 

１３：４０～１４：５０ 講演：「映える！京の庭の風光」 

奈良県立大学 地域創造学部 教授 井原 縁氏 

１４：５０～１５：００ 休憩 

１５：００～１６：１０ 講演：「日本の庭 京都」 

フォトグラファー／中田写真事務所 中田 昭氏 

１６：１０～１６：２０ 休憩 

１６：２０～１７：３０ 講演：「発掘調査の妙味」 

（公財）京都市埋蔵文化財研究所 次長 吉崎 伸氏 

１７：３０～１７：５０ 質疑応答 

１７：５０～１８：００ 事務連絡 

１８：００～１９：３０ 夕食・交流会（初日終了） 



＜第２日目－１５日（日）＞  

＜９：００～１２：００＞ 全体会 

 ９：００～１０：１０ 特別講演：「植治の庭に見る『映え』」  

京都造形芸術大学 教授 尼﨑 博正氏 

１０：１０～１０：２０ 休憩 

１０：２０～１０：５０ 講演：「流響院と對龍山荘の修復整備」  

㈱環境事業計画研究所 所長 吉村 龍二氏 

１０：５０～１１：２０ 質疑応答、議長総括 

１１：２０～１１：３０ 事務連絡など 

１１：３０～１２：００ 昼食 （ルビノ堀川にて） 

１２：００～      タクシーに分乗して視察研修に出発 

１２：３０～１３：００ 白河院視察 

１３：１５～１４：３０ 流響院視察  

 （徒 歩 移 動）           ２班に分かれて相互に視察 

１４：４５～１６：００ 對龍山荘視察 

１６：００ 視察後、南禅寺界隈で自由解散 

 

◆参加申込み◆     

各予約の関係で８月２６日（月）までに下記へ申込書をＦＡＸして下さい。  

参加費も、同日までに下記口座に納入して下さい。  

なお、恐れ入りますが入金の確認で正式な参加申し込みとさせていただきますので、

ご了承下さい。  申込後の取り消しについては、資料などを送り、必要経費を差し引

き、後日返金致します。（当日の欠席については、資料を送り返金しません。）   

 

◆参加費◆ 

〔宿泊費は別途必要です〕  

参加形態  参加費 (円 ) 
14 日  
全体会  

14 日  
交流会  

15 日  
全体会  

15 日  
視察  備   考  

1 宿泊なし（全日程）  26,000 ○ ○ ○ ○  

2 視察なし  21,000 ○ ○ ○  昼食なし  

3 交流会まで  16,000 ○ ○   宿泊なし  

4 全体会のみ (２日間 ) 10,000 ○  ○  宿泊なし ｡初日のみ５千円  

 ※学生（社会人学生を除く）は、全体会のみ２，０００円引き 
 ※その他の参加方法については、ご連絡下さい、 
 ※４の参加費はシンポジウムに多くの方が参加して頂くための特別価格です。  
 
☆宿泊についてのご案内☆ 

 宿泊はルビノ京都堀川と、パレスサイドホテルに予約しています。数に限りがあるた

め、ご希望に添えない場合があります。なお、宿泊は２日目の全体会以降にも出席され

る方に限定させて頂きます。また、部屋はすべてシングル利用ですが、ツインの部屋で

同室を希望される方などは、早めにお知らせ下さい。  

 宿泊希望者が多くなった場合は、ツイン、トリプルのお部屋の方には、相部屋をお願

いすることもあります。  

對龍山荘では白い靴下を持参すること  



 

ルビノ京都堀川 部屋数 
宿泊費 

（朝食付） 
パレスサイド 部屋数 

宿泊費 
（朝食付）  

喫煙シングル ５ 12,000  スタンダード  ９ 8,000 

禁煙シングル ２ 12,000  スーペリア ６ 9,000 

喫煙ツイン ４ 13,000  ツイン  １０ 12,000 

禁煙ツイン ２ 13,000    

禁煙トリプル ５ 14,000    

喫煙部屋でも清浄掃除を依頼しています   パレスサイドホテルは全室禁煙です  

  ※ツイン・トリプルとも全てシングルユース  

◎宿泊される方の参加費について◎ 

 宿泊される方は、参加申込書にご記入頂いたホテルの希望と空き状況に応じて事務

局からＦＡＸでお知らせしますので、その金額を参加費と併せてお振込み下さい。  

 

◆振込先◆  

◎郵便振替 ００１３０－０－２７０３４  日本造園アカデミー会議  

◎銀行振込 三井住友銀行 神田支店 普通預金 ７５２３７７６  

         日本造園アカデミー会議  

 

◆会費納入のお願い◆  

造園シンポジウムに参加を希望される方は、日本造園アカデミー会議の会員に登録

して頂きます。2019 年度の会費３，０００円を参加費とあわせて納入して下さい。  

 

 

◆問い合わせ◆ 〒101-0052 

   東京都千代田区神田小川町３－３－２  マツシタビル７階  

   （一社）日本造園組合連合会内  日本造園アカデミー会議  

   電 話 03-3293-7577 ＦＡＸ 03-3293-7579 

 

 

◆講演者の横顔◆（順不同・敬称略）  

 尼﨑 博正 （あまさき ひろまさ） 

 京都造形芸術大学教授／日本造園アカデミー会議議長  

＜略歴＞ 

1946 年 兵庫県生まれ  

1968 年 京都大学農学部卒業  農学博士（京都大学）  

京大卒業後、造園の現場で修行。京都迎賓館庭園の監修など  

作庭活動を続けつつ、日本庭園の研究実績を基に文化財庭園  

の保存修復指導に携わっている。 

 



 井原 縁（いはら ゆかり） 

 奈良県立大学 地域創造学部 教授 

＜略歴＞ 

1975 年香川県高松市生まれ 

京都大学農学部林学科（造園学研究室）卒業 

同大学院農学研究科博士後期課程修了 農学博士（京都大学） 

2007 年より奈良県立大学地域創造学部専任講師、准教授を  

経て 2019 年より同大教授。造園学を専攻し、史跡名勝等  

各地の文化遺産を基盤とした風景づくりに関する調査研究  

と計画策定に従事している。   

 

 中田 昭（なかた あきら） 

 フォトグラファー  中田写真事務所代表  

＜略歴＞ 

1951 年 京都市生まれ。  

日本大学芸術学部写真学科卒業。  

芳賀日出男氏 (大阪万博お祭り広場プロデューサー）に  

師事。「京文化」をテーマに、風景・庭園・祭りなどの  

撮影を続ける。●主な著書：「日本の庭園・京都｣（PIE BOOKS） 

「京都・四季の庭園」「京都  春夏秋冬 季節のことば」（光村推  

古書院）「雪月花の日々」（淡交社）など。  

 

 吉崎 伸 （よしざき しん） 

 公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所 次長 

＜略歴＞ 

1957 年 岡山県出身 

1980 年 奈良大学文学部史学科卒業  

1980 年 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所入所、現在に至る。  

平安京を中心とした京都市内の遺跡の調査・研究を行う傍ら、  

NPO 法人 水中考古学研究所理事長として水中考古学の調査・  

研究も行っている。NHK 番組海のシルクロードに関連した  

シリア沖沈船調査、坂本龍馬率いる海援隊の傭船「いろは丸」  

の調査などに従事。  

 

 吉村 龍二（よしむら りゅうじ） 

 ㈱環境事業計画研究所代表取締役／京都造形芸術大学非常勤講師  

＜略歴＞ 

1969 年京都生まれ、京都芸術短期大学卒業。  

1990 年環境事業計画研究所入社、 2001 年より所長。 

京都造形芸術大学 日本庭園・歴史遺産研究センター  

客員研究員、文化財庭園保存技術者協議会 運営委員・ 

事務局次長。多くの文化財庭園や史跡等に携わり、  

当時の作者の「思い」を未来に伝えるために活躍中。  



2019 年度 

造園シンポジウム参加申込書 

 

 
参加形態 

（番号を○カコミして下さい） 
参加費（円） 

14日
全体会 

14日 
交流会 

15日 
全体会 

15日 
視察 備  考 

参加内容 

 

希望の 

参加形態 

に○印 

1 宿泊なし（全日程） 26,000 ○ ○ ○ ○  

2 視察なし 21,000 ○ ○ ○  昼食なし 

3 交流会まで １6,000 ○ ○   宿泊なし 

4 全体会のみ（２日間）  10,000 ○  ○  初日のみ５千円。宿泊なし 

☆宿泊についてのご案内☆ 

 宿泊はルビノ京都堀川と、パレスサイドホテルに分宿です。数に限りがあるため、ご希望に添えない場合がありま

すので宿泊希望を両ホテルを含めて第３候補までご記入下さい。なお、宿泊は参加形態１、２の方のみに限定さ

せて頂きます。また、ツイン、トリプルのお部屋の方には、相部屋をお願いすることもあります。 

宿泊のご希望（ 

（第３希望までご記入下さい） 
部屋数 

宿泊費 
（朝食付） 

宿泊のご希望 

（第３希望までご記入下さい） 
部屋数 宿泊費 

（朝食付） 

 ルビノ堀川（喫煙Ｓ） ５ 12,000  パレスサイドＳ ９ 8,000 

 ルビノ堀川（禁煙Ｓ） ２ 12,000  パレスサイド SS ６ 9,000 

 ルビノ堀川（喫煙 TWS） ４ 13,000  パレスサイド TWS １０ 12,000 

 ルビノ堀川（禁煙 TWS） ２  13,000 
 

 ルビノ堀川（禁煙 TRS） ５ 14,000 

 喫煙部屋でも清浄掃除を依頼しています   パレスサイドホテルは全室禁煙です 

  S=シングル SS=スーペリアシングル TWS=ツインのシングルユース TRS=トリプルのシングルユース  

 

◎宿泊される方の参加費について◎ 

 宿泊される方の参加費は、ホテルのタイプに応じて事務局からお知らせしますので、その金額をお振込み下さい。

宿泊なしの方は、このまま本用紙を使ってお申し込み下さい。 

参加費合計 
                    円（送金予定日    月    日） 

※学生（社会人学生を除く）は合計額より 2,000円引きしてください  

※振込先 三井住友銀行 神田支店 普通７５２３７７６  日本造園アカデミー会議 

または 郵便振替 ００１３０－０－２７０３４ 日本造園アカデミー会議     

☆日本造園アカデミー会議では、プライバシーポリシーを遵守し、本申込書により知り得た個人情報は、本件以外に使用しません。 

ふりがな   生年月日 

氏  名 
   昭和 ・ 平成 

         年     月     日 

住  所 

(連絡先) 

〒          －  

 TEL． F A X．  

 携帯． E-mail．  

所属先 

（会社名） 
 

造園ＣＰＤ-ＩＤ(12桁) 

            


