平成 30 年度日本ブランド発信事業報告書【日本庭園】

日

程

8 月 21 日（火） シカゴ着、デモンストレーション及びワークショップ資材調達
8 月 22 日（水） ジャクソンパーク日本庭園（AM）シカゴ日米協会（PM）
8 月 23 日（木） アンダーソン日本庭園（PM）
8 月 24 日（金） シカゴからデトロイトへ移動（AM）ディスプレイガーデン（PM）
8 月 25 日（土） クランブルック庭園（AM）
8 月 26 日（日） マイヤーガーデン（PM）
8 月 27 日（月） デトロイト発（帰国便）

講演者：武内 知里
緑成園 | http://www.ryokuseien.biz
参考リンク 外務省 日本ブランド発信事業サイト

ジャクソンパーク日本庭園
シカゴ(イリノイ州)
2018 年 8 月 22 日（水）
参加者：約 30 名
シカゴ公園管理局関係者、一般

ジャクソンパーク日本庭園視察

10：00～12：00
庭園概要

アメリカ式剪定作業中

ジャクソンパーク日本庭園は国土交
通省が平成 30 年度に手掛ける日
本庭園再生プロジェクトの対象であ
る。今回の外務省日本ブランド発信
事業と併せて日本庭園に関する地
元の理解と庭園管理に当たるプロフ
ェッショナルへの技術や情報共有など
を目的とした。
プレゼンテーション内容（約 90 分）

●日本庭園の形式
●作庭手法
●材料の紹介

剪定枝の指示、解説

剪定作業に注目

プレゼンテーション：日本庭園の技術とコンセプト-メンテナンス・剪定管理
(JAPANESE GARDENING CONCEPTS AND TECHNIQUESMAINTENANCE, PRUNING AND STEWARDSHIP）

●工事に際する道具の解説
●シカゴで利用可能な植物
●植木剪定の基本
剪定デモンストレーション（約 30 分）

●剪定樹木：マグノリア

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
現地庭園ではサクラ、モミジ、ギボウシ、フッキソウ、ヤブコウジ等の日本庭園

参考 WEB サイト
http://www.gardenoftheph

で馴染みのある植物も多数使われている。市内の園芸店には多数の 1 年

oenix.org/the-garden

草が販売されていた。冬の厳しい北米では、人々は短い夏の間に園芸を楽

https://www.chicagoparkdi

しむ様子などが感じられた。プレゼンテーション前に庭園管理者と剪定方法

strict.com/

などについて詳細を話し合う。マグノリアの剪定では現地スタッフと共に剪定
作業を行う。参加された方々は、非常に意欲的で、専門的な質問やアメリ
カでの管理方法の共通点の発見などがありとても有意義な場となった。

プレゼンテーション、デモンストレーション

於：ジャクソン・パーク日本庭園

道具の紹介

シカゴ日米協会
シカゴ(イリノイ州)
2018 年 8 月 22 日（水）
参加者：約 30 名
シカゴ日米協会会員、一般
18：30～19：30
協会概要
1930 年日米両国の人々の文化と友
好、相互理解を深める目的で設立さ
れた。日本文化の素晴らしさをアメリカ
の方々にお伝えすべく、日本語講座を
始め、様々な文化行事を主催されて
います。
プレゼンテーション内容（約 30 分）

●日本庭園の形式
●作庭手法
●材料の紹介
●伝統的な道具の解説
デモンストレーション（約 30 分）

●枯山水制作
使用材料
トレー（黒）
景石（御影 3 個）

枯山水デモンストレーション

苔（乾燥、着色された製品）
プレイサンド（白）

カゴ公園管理局日本庭園の技術とコンセプト

プレゼンテーション：趣のあるアート-日本庭園の世界
(ART OF TRANQUILITY-THE WORLD OF JAPANESE GARDEN）

粘土（石を固定する際に使用）
シャベル、霧吹き、フォーク

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
日本庭園の世界を伝統的な道具等（剪定ばさみ、石道具、鏝、柄杓）

参考 WEB サイト
http://www.jaschicago.org

の紹介を併せて行う。デモンストレーションでは現地の方が気軽にご自宅でも
楽しめるように、小さな枯山水庭園を制作した。使用した材料、道具等は
現地園芸店等で入手可能な物を使用。石を配置する際のポイントや配置
バランス、砂紋の種類などを解説。霧吹きとプラスチック製スプーンを使い白
色のプレイサンド（砂場用の砂）を固め、プラスチック製フォークで砂紋を描
いた。現地で揃えた材料を使ったことで受け入れられやすい雰囲気であった。

プレゼンテーション、デモンストレーション

於：シカゴ日米協会

アンダーソン日本庭園
ロックフォード(イリノイ州)
2018 年 8 月 23 日（木）
対象者：約 30 名
一般、庭園管理関係者
16：00～18：00
庭園概要
1978 年地元の名士によって作られた
個人邸の庭、現在は組織化され一般
公開されている
プレゼンテーション概要（約 30 分）

●日本庭園の形式
●作庭手法

枯山水デモンストレーション

●材料の紹介
●工事に際する道具の解説
●枯山水作成のポイント
デモンストレーション（約 30 分）

●枯山水制作
ワークショップ（約 60 分）
●枯山水制作
使用材料
トレー（黒）

枯山水ワークショップ
カゴ公園管理局日本庭園の技術とコンセプト

プレゼンテーション：趣のあるアート-日本庭園の世界
(ART OF TRANQUILITY-THE WORLD OF JAPANESE GARDEN）

景石（自然石 3 個）
苔（乾燥、着色された製品）
プレイサンド（白）
粘土（石を固定する際に使用）
シャベル、霧吹き、フォーク、コップ

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
日本庭園の世界を伝統的な道具等のデモンストレーションを交えて紹介。デ
モンストレーション兼ワークショップでは小さな枯山水庭園を制作。石を配置
する際のポイントや苔の配置、砂紋の種類などを解説。ワークショップの参加

参考 WEB サイト
http://www.andersongarde
ns.org

人数分（約 30 名分）の材料を調達する事が非常に困難でしたが、現地
担当領事の方が事前準備をして下さったお陰で無事に開催できました。参
加者の方々は、石の向きや配置を真剣に考え、とても几帳面に各々の作品
制作に真剣に取り組む姿が非常に印象的でした。

プレゼンテーション、デモンストレーション

於：ANDERSON JAPANESE
GARDENS

ディスプレイガーデン
ルピア(ミシガン州)
2018 年 8 月 24 日（金）
参加者：約 70 名
ガーデン関係者、
ボランティア、一般
18：30～19：45
庭園概要
マスターガーデナーの講座資格を持つ
ボランティアスタッフが管理しており様々
なタイプの庭がディスプレイされている。
庭の１画にはビーハイブ（庭園オブジェ

剪定デモンストレーション

兼蜂の巣）を設置し、ガーデンに咲く
花々から出来上がったはちみつを収穫

剪定枝の指示、解説

して楽しんでいる。小さな子供からお年
寄りまでがいつも楽しめる憩いの場であ
る。
プレゼンテーション内容（約 45 分）

●日本庭園の形式
●作庭手法
●材料の紹介
●工事に際する道具の解説

プレゼンテーション：日本庭園の技術とコンセプト-メンテナンス・剪定管理
(JAPANESE GARDENING CONCEPTS AND TECHNIQUESMAINTENANCE, PRUNING AND STEWARDSHIP）

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
日本庭園だけではなく、園芸全般に興味のある方々が多数であった。プレゼン
テーションでは日本庭園のデザインの基礎と剪定方法を中心に行った。その後の
質問では、既存する日本庭園のデザインの詳細のアドバイスや、植栽されてい

●植木剪定の基本
剪定デモンストレーション（約 30 分）

●剪定樹木：ノムラモミジ

参考 WEB サイト
http://www.displaygardeno
nsuncrest.org

る植物の管理方法について応答した。剪定デモンストレーションにおいて、モミジ
は植えてから初めて剪定するということで弱剪定をした。剪定するべき理由を併

プレゼンテーション、デモンストレーション

せて、参加者全員で残す枝の成長等について意見を出し合い、参加者が考え

於：THE DISPLAY GARDEN

ながら剪定するデモンストレーションを行った。会場には手作りクッキーなどをご用

ON SUNCREST

意してくださり、アメリカの方の素朴で温かい一面も感じることができた。

クランブルック庭園
ブルームフィールドヒルズ
(ミシガン州)
2018 年 8 月 25 日（土）
対象者：約 130 名
学園関係者、一般
10：30～12：00
庭園概要

石道具実演

クランブルック日本庭園は国土交通
省が平成 30 年度に手掛ける日本

枯山水デモンストレーション

庭園再生プロジェクトの対象である。
今回の外務省日本ブランド発信事
業では日本庭園に関する地元の理
解を図ると共に、クランブルック主催に

クランブルック主催の茶会
© Courtesy of Cranbrook Center for Collections and Research

よる独自の日本文化行事で、更なる
深い関心を持つ場を提供している。
プレゼンテーション内容（約 50 分）

●茶室について
●茶道について
●茶庭のつくりの詳細

枯山水デモンストレーション
© Courtesy of Cranbrook Center for Collections and Research

●茶花
●茶庭、つくばいの使い方

© Courtesy of Cranbrook Center for Collections and Research

カゴ公園管理局日本庭園の技術とコンセプト

プレゼンテーション：茶庭-茶道への一歩
(JAPANESE TEA GARDENS-THE FIST STEP TO TEA）

●枯山水庭園について
デモンストレーション（約 40 分）

●枯山水制作

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
クランブルック主催のイベントと関連し、茶庭プレゼンテーションの前にクランブル
ック担当者様より日本と深く繋がりのあるフランク・ロイド・ライトについての導入

参考 WEB サイト
https://center.cranbrook.edu

プレゼンテーションがあった。茶庭プレゼンテーションでは茶室のつくり、茶事など
をふまえて、茶庭の用と美を解説。デモンストレーションでは、130 人の参加者
がよく見えるようにと、現地領事館の方のアイディアで枯山水を作る手元をタブ
レットでモニターにライブ配信してくださり、大変好評に終わりました。その後、ク
ランブルック主催の茶席に参加、素晴らしい文化交流イベントとなった。

プレゼンテーション、デモンストレーション

於：CRANBROOK INSTITUE
OF SCIENCE

マイヤーガーデン
グランドラピッズ(ミシガン州)
2018 年 8 月 26 日（日）
対象者：約 50 名
庭園関係者、一般
14：00～16：00
庭園概要
デトロイトから車で 3 時間に位置す
る。地元の名士の個人の庭であっ
たが現在は組織化されて、美術館
と植物園を併せた施設となる。夏に
は野外堂にて数多くの音楽イベント
が開催され、賑わっている。
プレゼンテーション内容（約 45 分）

●茶室について
●茶道について
●茶庭の詳細
●茶花
●茶庭、つくばいの使い方
デモンストレーションとワークショップ
（約 45 分）

●関守石作成
使用材料

カゴ公園管理局日本庭園の技術とコンセプト

プレゼンテーション：茶庭-茶道への一歩
(JAPANESE TEA GARDENS-THE FIST STEP TO TEA）

参加者の自宅庭から持ってき石
マイヤーガーデン内の石
江戸打紐 3ｍ/1 人（日本から）
はさみ

視察/プレゼンテーション/デモンストレーション報告
庭園内にスカルプチュアが数多くある庭、庭園とアートが融合した庭で様々な
アーティストが館内や園内を手掛けた。造営された日本庭園はとても広く見晴

参考 WEB サイト
http://www.meijergardens.o
rg/

らし等のランドスケープが素晴らしい場所である。茶室も併設され、月に 1 度
茶会が催される。茶の文化にふれる機会のある場所で茶庭への興味がある方
も多かった。プレゼンテーション後のワークショップでは茶庭の結界の役割を果た

プレゼンテーション、デモンストレーション

於：FREDERIK MEIJER

す関守石を制作。スクリーンにライブでデモンストレーションする手元を映しなが

GARDENS & SCULPTURE

らワークショップに移る。参加者は真剣に紐と石に向き合い、難しいロープワー

PARK

クを経て完成した関守石に大変満足した様子であった。

