2019

山本紀久の
「植物から学び魅せる造園植栽」
2019.5.18 - 12.14 （全 5 回） / 全講座募集開始 2019.4.15

山本紀久さんにお目にかかってから、はやもう 30 年近く。思えば人生で初めて出会った造園
家が、山本さんと田瀬理夫さんだったことは人生の幸福というほかありません。
お二人に出会わなかったら、5× 緑もなかったことでしょう。

山本さんとはたくさんの思い出がありますが、とにかくいつも楽しく、元気！
現場にご一緒することも多かったのですが、晴れていたら晴れていたで「今日はいい天気でよー
かったねー！！」、雨なら雨で「雨に打たれて緑がきーれいだねー！！」と、心から嬉しそう
にしていらっしゃったのが、印象深く心に残っています。
私は、この人生の先輩に植物だけでなく多くの大切なことを教えていただきました。

そんな山本さんならではの、抜群に楽しい企画ができあがりました！
今回はフィールドでの学びの場を中心にしています。

愛植物設計といえば植物！植栽はもちろん、山本さんの知見は広く深く生き物全般に及んでい
ます。
フィールドの中で山本さんがどんな知識を展開するのか、ワクワクが止まりません。

付け加えるなら、巷間、愛植物設計 = 愛食物設計⁈ と言われるほど「食いしん坊」の山本さん。
今回はそのこだわりもいかんなく発揮された内容となっています。

またとない機会。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

2019 年 4 月
5× 緑
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宮田生美

「5× 緑の学校」2019

山本紀久の「植物から学び魅せる造園植栽」

内容※１
5/18（土）

●第 2 回

6/27（木）

場所・時間

定員

3,000 円

合羽坂教室※３
開場 9 ： 30
講座 10 ： 00 ～ 14 ： 00

33 名

現地見学ツアー 「沖縄ビオスの丘」

33,900 円

現地集合 ・ 現地解散
2泊3日

10 名

「造園植栽のいろは」

～

●第 1 回

受講料※２

6/29 （土）
●第 3 回

10/19（土）

フィールドツアー 「野川公園・深大寺」

5,000 円

現地集合 ・ 現地解散
10 ： 00 ～ 16 ： 00

15 名

●第 4 回

11/9（土）

実践講座 「植物を活かす手入れ」

5,000 円

現地集合 ・ 現地解散
10 ： 00 ～ 16 ： 00

15 名

●第 5 回

12/14（土）

山本さんと観る「人生フルーツ」

2,000 円

合羽坂教室※３
開場 13 ： 30
講座 14 ： 00 ～ 17 ： 00

33 名

※１ 各講座の詳細は次頁以降をご覧ください。
※２ 受講料には現地までの交通費や保険については含んでおりません。 保険が必要な方はご自身でご加入ください。
※３ 「合羽坂教室」 … 新宿区市谷仲之町 2-10 合羽坂テラス 2 号室
お時間のある方は、 講座が始まるまでテラスの緑を眺めながらお過ごしください。

＜お申し込み＞
下記からお申し込みください。
http://peatix.com/event/629912
※4 月 15 日より全講座同時に受け付けいたします。
※定員に達し次第締め切らせていただきます。
※大変申しわけありませんが、 お支払い後のキャンセルは承れません。 ご了承ください。
※フィールド講座で荒天中止となる場合は、 前日までにメールにてご連絡いたします。 開催中止となる場合、 受講料は返金されます。
※現地見学ツアー 「沖縄ビオスの丘」 はお申し込み方法が上記と異なります。 ご注意ください。
■現地見学ツアー 「沖縄ビオスの丘」 のお申込み方法
・ ツアー参加ご希望の方は、 件名 「沖縄ツアー希望」 として、 下記をご記入の上、
お名前 （ふりがな） / ご住所 / ご連絡先 Tel & Mail / 性別
event@5baimidori.com へお申し込みください。

講師プロフィール
■山本紀久さん

愛植物設計事務所会長。造園家。1940 年生まれ。
東京農業大学造園学科卒業後は、個人庭園、別荘地、超高層ビル周り、工場緑化、埋立地緑化
など現場を体験し、その後「愛植物設計事務所」を設立。手がけた仕事は「東京ディズニーランド」
「八景島シーパラダイス」「ダイキン工業アレス青谷」「沖縄海洋博覧会記念公園熱帯ドリーム
センター」「沖縄ビオスの丘」など多数。現在は、愛植物設計事務所会長、ランドスケープコ
ンサルタンツ協会顧問など。著書に「街路樹（技法堂出版）」「造園植栽術（彰国社）」など。
1996 年建設大臣表彰、1997 年黄綬褒章、2005 年北村賞、2015 年「造園植栽術」著作で日本造
園学会特別賞など。
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第1回

5/18（土）

「造園植栽のいろは」
山本さんとお話をしていると植物の知識はさる事ながら、植
物に対する深い愛情を感じることが多々あります。
また、数多くの現場に立ち、仕事に取り組まれてきた経験と
見識あるお話はいつ伺っても分かりやすく惹き込まれます。
第 1 回目は、今年の講座のイントロダクションとして、植物
からの視点を中心に、山本さんがこれまで携わってきた事例
を交えながら造園植栽について広くお話を聞きます。
植物について知っているようで知らなかったり、見ているよ
うで見えていないことがあるかも？
山本さんと一緒に植物から学びましょう。
9 ： 30 開場
10 ： 00 講座開始
12 ： 30 講座終了
ランチ会 （山本さんとランチをしながらお話をしましょう）
14 ： 00 ランチ会終了
※山本さんの著書「造園植栽術」をテキストに使用します。
当日販売予定もございますが、部数が限られるため、事前
にご用意ください。
「造園植栽術」 山本紀久著 彰国社
ISBN-10: 439500900X
ISBN-13: 978-4395009008

この表紙の本をご持参ください

→

※松中食堂の美味しい昼食をご用意いたします（お一人 1000
円）。ご希望の方は 5/10（金）までに event@5baimidori.com
にご連絡ください。
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第2回

6/27（木）～ 29（土）

現地見学ツアー「沖縄ビオスの丘」
山本さんの代表的なプロジェクトの 1 つに沖縄の 「ビオスの丘」 が
あります。
「ビオスの丘」 は、 沖縄の自然とランをテーマにしたリゾート施設で、
亜熱帯の豊かな自然と生き物の宝庫となっています。
ですが、 当初は敷地外から土砂や農薬が流入したり、 池には外来
種のテラピアが入りこんでいる環境だったといいます。
1998 年開園から 20 年が経った現在の姿は、 当初思い描いてい
たイメージ通りなのでしょうか。
山本さんと一緒に現地を見て回りながら、 当時の様子を交え、 環
境整備や植栽計画の考え方、 メンテナンス計画などについてお話
を聞きます。
亜熱帯の自然が魅力的な沖縄は、 植生が北部と南部で異なるた
め、 風景もまた変化があります。
せっかくなら両方の植生を見比べてみたい！ 「ビオスの丘」 は北部
の植生に位置するので、南部の植生として 「首里城」 も見学します。
移動中も気になる植物や風景ポイントで山本さんに解説いただきま
す。 山本さんと過ごす沖縄の時間を楽しみましょう。
＜主なスケジュール＞
■1 日目
13 ： 00 ホテル集合
（ゆいレールにて移動）
14 ： 00 首里城見学
（ゆいレールにて移動）
17 ： 00 ホテル戻り
18 ： 00 夕食
■2 日目
9 ： 00

11 ： 30
14 ： 00
17 ： 00
18 ： 00
■3 日目
午前

ホテル出発
（バス移動）
景色を見ながら海岸沿いに残波岬を経由して
ビオスの丘
（バス移動）
遅めの昼食
（バス移動）
ホテル戻り
夕食

山本さんと歩く国際通り （自由参加）
ホテル解散

※宿泊先は 「ネストホテル那覇 （那覇市西 1-6-1）」 となります。
※食事処は山本さんおすすめのお店をご案内いたします。
※スケジュールは変更になる場合がございます。
＜ツアー参加費＞ お 1 人 33,900 円 （2 名 1 室）
2 泊、 朝食、 2 日目貸し切りバス、 ガイド料含む
* 沖縄ホテルまでの往復の交通費、 首里城や食事処までの交
通費、 昼食 ・ 夕食代、 入園料、 保険は含みません。
* 1 名 1 室をご希望の方は、 40,900 円となります。
＜定員＞ 10 名
＜お問い合わせ＞ event@5baimidori.com
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第3回

10/19（土）

フィールドツアー「野川公園・深大寺」
自然の中を歩く時、 山本さんは何を見てどんなことを読み取ってい
るのでしょうか。
「はけ」 と呼ばれる国分寺崖線の変化に富んだ地形や武蔵野らしい
風景が残る野川沿いを野川公園から深大寺まで、 山本さんと一緒
にのんびり散策します。
お昼は外でお弁当を広げてピクニック。 深大寺を散策した後は、 深
大寺温泉で汗を流してさっぱりしましょう。
10 ： 00 西武多摩川線 「新小金井駅」 集合
（徒歩移動）
野川公園
12 ： 00 昼食
散策
16 ： 00 深大寺にて解散
深大寺温泉 （希望者のみ）
※持ち物 ： お弁当、 飲み物、 帽子、 タオル、 レジャーシート、
雨具、 お風呂セット （必要な方） など
※服 装 ： 天候に合わせて温度調節がしやすく動きやすい服装

第4回

11/9（土）

実践講座「植物を活かす手入れ」
20 年前より山本さんが関わってきた「内山ガーデン＆アーボ
リータム計画」では、君津の樹木生産拠点の圃場で大きく生
長した樹木を活かした散策路を整備して、自然と接する場を
提供しています。自生種のヤマザクラや雄大に枝を広げたコ
ナラの大木、気持ちの良い展望など見どころがたくさん。
山本さんに整備の考え方などをお聞きしながら、散策路を歩
いて秋の風景を楽しんだ後、実際にみんなで散策路の手入れ
をして植物を活かす風景づくりを体験します。手入れで発生
した剪定枝を使ってバイオネストも作る予定です。
10 ： 00 君津バスターミナル集合
（車にて移動）
10 ： 30 君津グリーンセンター 散策 ・ 手入れ
12 ： 00 昼食
手入れ
（車にて移動）
16 ： 00 君津バスターミナル解散
※持ち物 ： 剪定ばさみ、 お弁当、 飲み物、 帽子、 タオル、
雨具など
※服 装 ： 天候に合わせて温度調節がしやすく作業しやすい服装
※現地に直接車でお越しいただくことも可能です。
event@5baimidori.com へお問い合わせください。
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第5回

12/14（土）

山本さんと観る「人生フルーツ」
山本さんは身近な植物の恵みを上手に活用して、豊かな暮ら
しをされています。お庭のサンショウの葉でつくだ煮を作っ
たり（じつにお酒に合う！）、うめ酒を仕込んだり・・・
美味しいものにかけては手間を惜しみません。
そんな山本さんの姿とも重なる、ある建築家の暮らしを追っ
たドキュメンタリー映画「人生フルーツ」を山本さんと観賞
します。映画を観て感じたこと、これまでの講座を通じて気
になったこと、山本さんにぜひ聞いておきたいことなど、お
茶を飲みながら自由におしゃべりしましょう。

（Ｃ） 東海テレビ放送

13 ： 30 開場
14 ： 00 映画開始
15 ： 30 映画終了
放課後カフェ （山本さんを囲んでおしゃべりしましょう）
17 ： 00 カフェ終了
※会場の設備上、 完全な暗室にはなりません。 ご了承ください。
※受講料には飲み物代 （お茶菓子付き） が含まれます。
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