
World Urban Parks ジャパン 

入会のご案内 

公園の専門家同士のネットワークを  

世界に広げ、世界の公園緑地の動向に 

ついて情報交流しませんか？ 

 

 

 

World Urban Parks ジャパン 

      

http://worldurbanparksjapan.jp/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダニエル・ブウレン氏の講演 

ダニエル・ブウレン氏の講演 

 

お問合せ・入会申し込み先 

 

World Urban Parks ジャパン事務局 

 （（一財）公園財団内） 

112-0014 東京都文京区関口 1－47－12 江戸川橋ビル２階 

電話番号：03-6674-1188  FAX 番号：03-6674-1190 

E-Mail： worldurbanparksjapan.jp/ 

URL:    http://ifpra.jp/ 

 

会員特典 

 World Park News(e ニュースレター英語版 

( WUP本部作成 ))が  受け取れます。この

World Park News により、世界各国の公園

管理や庭園、レクリエーションに関する最新

の情報や、WUP だけでなく、関連分野の 

団体の大会やイベントの情報が得られます。 

 WUP の大会に会員価格でご参加できます。 

 シンポジウムや海外情報講演会等にご参加 

できます。 

 会員の WUP への加入手続き及び会費納入を

World Urban Parks ジャパン が代行します。 

 

年会費 

World Urban Parks ジャパンの会費と、WUP 本部へ納入する 

会費およびその手数料等を含みます。入会申込書は、ホーム 

ページからダウンロードできます。 

団体会員     １口  ４０，０００円 

 

個人会員 専門家会員   １０，０００円 

 

 

平成 29 年度 海外情報講演会 

World Urban Parks ジャパンでは、毎年 1 回、 

(一財)公園財団等の団体とともに海外の公園等

に関する情報交流をはかる講演会を開催して 

います。 

今年度はフランス、リヨン市緑地局長 のダニエル・

ブウレン氏をお招きし、10 月 18 日(水)に国営 

昭和記念公園(東京)において、また10 月 20 日(金)

に梅小路公園（京都）において、海外情報講演会

を開催いたしました。 

リヨン市の環境に優しい公園管理などについての

講演と 2017 年の WUP 大会報告、梅小路公園

会場ではこれらに加えて梅小路公園の 23 年の歩

みについての特別講演を行いました。 

  

 

 

 

2018 年 1 月 

＊WUP 本部正会員になる場合は、別途 WUP 本部会費が必要です。 

＊その他の個人会員種別はウェブサイトでご覧ください。   

個人会員の会費には WUP 本部正会員会費を含みます。 



 

WUP は、Ifpra と Parks for Life という２つの 

公園・レクリエーション等に係る国際組織を母体と

して 2015 年 4 月に誕生した都市公園とオープン

スペース、そしてレクリエーション部門を代表する

非営利の国際的な会員組織です。 

世界中で行われる大会や委員会活動、毎月発行の

World Park Newsを通じて、国際交流や情報交換

を行っています。 

WUP の大会 

World Urban Parks は、毎年 1 回、世界大会を 

開催しており、支部単位での大会、セミナー等も 

開催しています。世界大会の会期は 3～4 日間で、

大会テーマに基づいた基調講演や研究発表、   

討議などと、現地の公園を担当者の案内で巡る  

テクニカルビジットから成り、専門的な情報交流や

意見交換が行われています。 

<2018 年 世界大会> 

 日 程: 2018 年 10 月 14 日(日)～17 日(水) 

 開催地: メルボルン（オーストラリア） 

 テーマ: Transforming Urban Parks and  

           Recreation      

「変容する都市公園とレクリエーション」 

 

その他、南北アメリカ支部大会等を開催予定 

詳しくは WUP ウェブサイト をご覧ください。

http://www.worldurbanparks.org/  

 

World Urban Parks ジャパンは、公園・レクリ

エーション等に関する専門家による国際的な団体で

ある IFPRA の日本の会員で構成された「 IFPRA

ジャパン」として 1990 年 7 月に設立されました。

IFPRA 本部の World Urban Parks への移行に  

伴い、2015 年 6 月に World Urban Parks  

ジャパンに名称を変更しました。 

World Urban Parks ジャパンは、会員が相互に 

連繋協調しながら、国内はもとより国際的に、今後

の公園管理や公園利用のあり方について貢献する 

ことを目的としています。 

事務局は(一財)公園財団に置かれています。 

主な事業 

 本部及びアジア太平洋支部との連絡と情報交換 

 WUP 大会への参加 

 E-Mail での情報提供 

 海外情報講演会の開催 

 会員の WUP への加入手続き及び会費納入の代行 

 その他本会の目的に資する事業 

WUP 本部の理事に小野隆 (株)公園マネジメント研究所   

代表取締役が就任しており、WUP の大会や理事会

等への参加を通じて、日本からの情報発信や世界 

とのネットワークづくり、世界の公園管理について

の情報収集をしています。その他にもWUPの各種 

委員会活動に参加している会員がいます。 

 

会員 

World Urban Parks ジャパンには、公園緑地関係

団体、民間企業等 21 団体、公園管理に携わる大学

関係者、民間企業や団体の職員等 42 名が会員と  

して加入しています。         

 

役員 

会 長  有路 信        (一財)公園財団 副理事長 

副会長  金子 忠一      東京農業大学 教授 

副会長  花城 良廣    (一財)沖縄美ら島財団 理事長 

指名理事 小野 隆     (株)公園マネジメント研究所 代表取締役  

指名理事 霊山 明夫  (一社)日本公園緑地協会 常務理事 

指名理事 西川 嘉輝  (一財)公園財団 常務理事 

理  事   ２０名 

監  事      ２名 

 

 

World Urban Parks（WUP）とは？ World Urban Parks ジャパンとは？ 


