「屋上開発研究会＋町田ひろ子アカデミーの共同企画」

仕事が獲得できる屋上緑化コーデイネーターを養成するための

都市の緑をテーマとした建築緑化実践ゼミ
都市の中の緑化、商業施設の緑化、建物内外の壁面緑化、バーチカルガーデンなど
の建築緑化最近の傾向を未来型の提案としてプレゼンテーションツールに落とし込む
ワークショップ形式の体験＆実践ゼミです。与えられる課題は 2 つ。あなたのオリジナ
ルプランをデザインし、さあ、プレゼンテーション！
とき

５月１１日（日）～７月２０日（日）

隔週の日曜日、
午前（10：00 から 12：00）・午後（13：00 から 15：00）4 時間
ところ

町田ひろ子アカデミー ＧＲＥＥＮ Ｈｏｕｓｅ
東京都港区北青山３－３－１７

講座回数 全７回
講座時間 全２８時間
講座費用 １０８，０００円（消費税込）
定員

１２名。 但し、開講最少人数は 7 名とします。

持ち物

デザイン＆筆記用具 ＰＣ持込み可

修了証

修了証を発行します。

講師

町田ひろ子 町田ひろ子アカデミー校長
熊倉勝明

町田ひろ子アカデミー講師

松本薫 屋上開発研究会 武蔵工大（現東京都市大）大学院修了
アルザシーアンドディ―代表
藤田茂 屋上開発研究会 東農大卒 緑花技研代表

仕事が獲得できる屋上緑化コーデイネーターを養成するための

都市の緑をテーマとした建築緑化実践ゼミ

こんな人にお勧めします。
☆★屋上緑化コーデイネーターの資格者で、実務経験が少ない方。
★☆資格者ではないが、実務経験があり、将来の起業を考えている方。
☆★会社の中で、仕事に自信を持ち、大きく脱皮したいと考えている方。

こんなプログラムで構成されています。
この講座の特徴は都市の中の緑化、商業施設の緑化、建物内外の壁面緑化、バーチ
カルガーデンなど建築緑化の最新の傾向などを未来型の提案としてプレゼンテーショ
ンツールに落とし込むまでをワークショップ形式で体験学習するというものです。
実証的なコンセプトワークから、お洒落で斬新なアイデイに富んだデザイン力を磨きま
す。都市緑化の在り方について、基本的な講義をします。実際のプロジェクトを事例研
究します。都市という環境に適した植栽の講義をします。そして、プラン作りから、プレ
ゼンに至るまで、職場の上司のような立場で、指導・アドバイスをしていきます。

あなたがアグレッシブに変身します。
「表参道・青山地区＆丸の内の壁面緑化、私ならこうする！」この地域は、話題のウエ
ディング会場やレストラン、お洒落な美容室、ブテイックなどが立ち並んでいるが、もし
自分がプロデュースやデザインをするなら、こんなアイディアを盛り込みたいという、あ
なたのオリジナルプランをプレゼンテーションしてみませんか。
与えられる課題は 2 つ。一つは自分の感性で選択した物件の提案。二つ目は統一課
題として、今話題の商業施設の指定された場所の緑化提案です。
2014 年 8 月、あなたは見事に変身します。

経験豊富な講師陣が指導します。
町田ひろ子 町田ひろ子アカデミー校長 インテリアコーディネーター生みの親
熊倉勝明 町田ひろ子アカデミー講師
松本薫 屋上開発研究会 武蔵工大（現東京都市大）大学院修了 アルザシーアンド
ディ―代表 一級建築士
藤田茂 屋上開発研究会 東農大卒 緑花技研代表

写真左から町田ひろ子／松本薫／藤田茂／熊倉勝明

学べるスキル。
斬新でおしゃれでアイディアに満ちたデザイン
時代のニーズを上手に汲み取るコンセプトメーク
柔軟でビジュアルなプレゼンテーション
そして、常に前向きなアグレッシブ・マインド

教室は交通至便の表参道から徒歩５分。
町田ひろ子アカデミー ＧＲＥＥＮ Ｈｏｕｓｅ
東京都港区北青山３－３－１７
地下鉄銀座線【表参道】A3 出口 徒歩 5 分
【外苑前】３番出口 徒歩 5 分

屋上開発研究会 行 FAX０３－６２０５－４０７２
特定非営利活動法人屋上開発研究会＋町田ひろ子アカデミー

仕事が獲得できる屋上緑化コーデイネーターを養成するための

都市の緑をテーマとした建築緑化実践ゼミ
受

講

申

込 書

参加者氏名
勤務先（所属・役職）
通学先（学部・学科）
TELor 携帯電話
FAX
E-mail
□屋上開発研究会正会員
参加者の所属

□賛助会員 □協力会員

□学生
□一般

講座ガイダンス

□希望する

□希望しない

ガイダンス希望日時

□４月１８日（金）６：３０
□４月１９日（土）１１：００
□４月２５日（金）１９：００
□４月２６日（土）１１：００

□４月１８日（金）７：３０
□４月１９日（土）１３：３０

■ガイダンス希望の方には、確認メールを返信いたします。
■実践ゼミ講座費用お振込先
三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店 普通口座 １０７６８６５
口座名 特定非営利活動法人屋上開発研究会 代表 立石 真
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特定非営利活動法人屋上開発研究会 事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３
日比谷国際ビル B136
T０３－６２０５－４０７１ F０３－６２０５－４０７２ Email info@sky-front.or.jp

仕事が獲得できる屋上緑化コーデイネーターを養成するための

「都市の緑をテーマとした建築緑化実践ゼミ」
表参道・青山＆丸の内地域改造計画進行中！
日時
１

講座タイトル

内容

講師

5 月 11 日 10： 講座プラン

講座担任から、本講座の狙いを説

屋上開発・松本薫

00

明。講義は建築緑化の課題と展望。

都市緑化の基本、その課
題と展望

5 月 11 日 13： （ＦＷ）

表参道・青山の商業施設のインサイ

00

表参道・青山の街並みの

ドアウトのファサードのチェック。 松本薫･熊倉勝明

実態調査＆壁面緑化ミニ

ツアーはサンタキアラ教会・リビエ

ツアー

ラ青山・東急オモハラの森など。

現地講師×3 人

（ツアーではイヤホン使用）
２

5 月 25 日

都市緑化事例研究

10：00

三菱地所設計の担当者に、丸の内ブ

三菱地所設計・松

リックスクエア・新宿イーストサイ

榮宏幸

ドスクエアなど都内のプロジェク
トを解説してもらう。

３

5 月 25 日

WS

ターゲット対象物件の発表と、アイ

13：00

プランニング発表

ディアの検討

６月 8 日

建築緑化で成功する植栽

建築緑化に合う植栽と施工・維持管

10：00
６月8 日

屋上開発・松本薫
屋上開発・藤田茂

理のポイントを解説する。
プレゼン資料の作成

11：30

プレゼンのポイントと資料作成の

町田アカデミー・

基本

熊倉勝明

６月8 日

WS

企画書、図面、植栽計画などのプレ

松本薫・藤田茂・

13：30

プランニング実習

ゼン資料の作成に関する技術的サ

熊倉勝明

ポート。
４

６ 月 22 日

表参道・青山地区の

各自プレゼンテーション。講師全員

町田ひろ子・

10：00

プレゼンテーション

が講評する。

松本薫・藤田茂・
熊倉勝明

6 月 22 日

WS

（視察の予備知識、チェックポイン

14：00

キッテビル視察

ト、カメラ・メジャーなど各自準備） 松本薫･熊倉勝明

現地講師×１人

統一課題の対象となるキッテビル
を視察。（視察ではイヤホン使用）
５

7月6日

WS

プレゼンの事例研究

10：00

プランニング発表

ターゲット対象スペースの発表と、 熊倉勝明

町田アカデミー・

アイディアの検討
7月6日

WS

企画書、図面、植栽計画などのプレ

松本薫・藤田茂・

13：00

プランニング実習

ゼン資料の作成に関する技術的サ

熊倉勝明

ポート。

６

７

7 月 13 日

キッテビルの

10：00

プレプレ（個別チェック）

7 月 13 日

キッテビルの

13：00

プレプレ（個別チェック）

7 月 20 日

キッテビルの

同席の日本郵政の部長にプレゼン

町田ひろ子・

10：00

プレゼンテーション①

テーション。

松本薫・藤田茂・

7 月 20 日

キッテビルの

日本郵政の部長及び講師全員が講

熊倉勝明

13：00

プレゼンテーション②

評する。

7 月 20 日

修了式

修了証の授与

プレゼン直前の確認作業

松本薫・藤田茂・
熊倉勝明

プレゼン直前の確認作業

屋上開発・立石真

15：00

●ゼミでの作業および指導は紙ベースとします。
●パソコンでの作業は自宅作業とします。
●パソコンからのプリント設備は教室に準備しますが、プリント代は各自の使用枚数の
実費とします。
●ボード版やマスキングなどのテープは準備しますが、色鉛筆・マーカー、などの筆記
用具は各自持参とします。
●1 回目 5 月 11 日の午後のフィールドワークと、4 回目 6 月 22 日のキッテビル視察
の際には、交通費として 1 人当たり 1000 円を支給します。
●講座のお申し込み締め切りは、5 月２日（金）１７：００とさせていただきます。

お申し込み方法
所定のお申込書に必要事項をご記入のうえ、
費用のお振込票のコピーと一緒に、
ＦＡＸあるいはメールに添付してお送りください。
ＦＡＸ ０３－６２０５－４０７２
Ｅ－ＭＡＩＬ info@sky-front.or.jp

三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷支店
普通口座 １０７６８６５
特定非営利活動法人 屋上開発研究会 代表 立石 真

