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活動報告

■ 4月25日(土)15:00～19:00
東京大学工学部 1号館 14号・15号講義室にて

【総会】2009年度活動報告
【シンポジウム】「地方におけるデザインとは」
・パネリスト
伊藤 喜平氏 （長野県上條村長）
山崎 亮氏 （studio-L 代表）
・コーディネーター
中井  祐氏 （東京大学大学院教授）

総会・シンポジウム

Soundscape Night
（ボサノバサロン）

海士町見学会

■ 6月5日(土)18:00～ Labcafeにて

建築学科出身の歌手の方をお招きし、
ボサノバとブラジル料理を楽しむサロン
・Guest
行川 さおりさん (Vo)
助川 太郎さん (G)

参加者：30名ほど

■ 8月21日(土)～22日(日)

初日：まちづくり・総合振興計画についてお話を伺う
「鎮竹林」のみなさんと竹細工体験

二日目：海遊び・まちあるき・鎮竹林の3チームに
分かれて町内を体験

・講師
山崎 亮さん（studio-L 代表）
山内 道雄さん（島根県海士町長） ほか

参加者：16名

社会人サロン

■ 8月29日(日) 東京大学工学部一号館土木設計演習室にて

GSDW2011の参加者にも呼び掛け、ワークショップの
経験がその後にどう生きたかを語ってもらった。
・プレゼンター
中村晋一郎（東京大学生産技術研究所特任助教） 
上田 嘉通（ランドブレイン）
照井 丈大（クリエイトA）
松井 哲平（大日本コンサルタント）
加藤 俊介（東京工業大学大学院修士2年）
善野 浩一（東京大学大学院修士2年） 

NO PHOTO

参加者：総会 50 名ほど・シンポジウム 100 名ほど

「GSワークショップから得たもの」



活動報告

GSDWサロン

GSDW市民発表会 

■ 10月23日(土)17:00～ Lab cafeにて

GSDW2010の参加者とユースメンバーの交流、
ワークショップの成果発表。

GSDW2010

■ 9月4日(土)～11日(土)
東京大学工学部一号館土木設計演習室にて

講師

■ 12月4日(土) 牛久市役所保健センター研修室にて

昨年度に続く、市民を前にしての発表会。
今年も、ワークショップ期間中とは一味違った
議論が繰り広げられた。

篠原 修 (政策研究大学院大学)
内藤 廣 (東京大学大学院工学系研究科)
小野寺 康(小野寺康都市設計事務所)
中井 祐 (東京大学大学院工学系研究科)
西村 浩 (株式会社ワークビジョンズ)

熊倉 洋介(熊倉洋介建築設計事務所)
西沢 立衛(横浜国立大学Y-GSA)
山崎 亮 (studio-L)
後藤 治 (工学院大学)
南雲 勝志(ナグモデザイン事務所)
川原 晋 (首都大学東京)

高欄・鋳物サロン 

■ 11月13日(土)18:00～ Labcafeにて

デザイン事務所や自治体、コンサルタントとの仕事を
数多く経験されているメーカーの方をゲストとして招き、
コラボレーション、ものづくりの観点からお話を伺った。

参加者：20名程度

昨年度と同じく、牛久を対象地とした設計演習。
例年同様、白熱した議論が繰り広げられた。



活動報告

描き初め

千葉見学会

景観・デザイン研究発表会
学生 /若手社会人交流会

映画サロン

■ 1月9日(金)
東京大学工学部一号館土木設計演習室・16号講義室にて

課題：各人地図上にプロットされた交差路の角にある敷地を
1つずつ選び、自由に空間を提案しなさい。
参加者は、近くの交差路に面した敷地を選んだ人と
適宜相談し、その交差路の可能性を最大限引き出し
なさい。

対象敷地：谷中

講師：永山祐子 （永山祐子建築設計）
参加者：18名

■ 1月29日(土)

300年の歴史を誇る酒蔵・飯沼本家や、THE FARMという
貸農園を核とした複合観光施設の見学を行った。

参加者：7名

■ 12月11日(土)18:00~ 東京大学農学部食堂にて

「景観・デザイン研究発表会」の東京大学での開催に
合わせ、KL2や景観開花実行委員会などに呼び掛け、
全国の学生・若手社会人の交流会を行った。

参加者：60名ほど

■ 12月19日(日)15:00～ Labcafeにて

新潟水俣病が起きた阿賀野川流域を題材とした
ドキュメンタリー映画の上映会。

参加者：20名ほど「阿賀に生きる」上映会

「千葉のものづくりの現場を見に憩う」



2010年度

2011年度              立候補を受け付けます

代表

ワークショップ代表

会計

広報

ホームページ

吉田   正哉
岡田   裕司
金井   雄太

金野   拓朗
古川   日出雄

山川   健介
伊藤   美智子

高柳   誠也

松宮   かおる

レタープレミアム事務局 岡田   裕司
服部   周平

役員
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総会
Letter Premium

Letter Premium
見学会

サロン
GSDW事前見学会

GROUNDSCAPE DESIGN WORKSHOP

サロン(GSDW)
Letter Premium

GSDW市民発表会

忘年会

描き初め
Letter Premium
見学会

サロン

09 納会

GSDy Letterは毎月発行
各企画の運営者、地方発の企画は随時募集中!!

2010 年度年間予定



会計報告

10年度収支

収入
収入源 内訳 金額(円） 備考

昨年度繰越金 ¥274,531
年会費 1名1000円×87名 ¥87,000

親会議より ¥860,000
総会懇親会費 ¥41,000 2010/4/25分
描き初め会費 1名3000円×18名 ¥54,000

利息 ¥40
合計 ¥1,349,571

支出
支出先 内訳 金額（円） 備考
企画 総会 ¥171,933 懇親会費、交通費等

総会シンポジウム冊子 ¥104,360
内藤廣座談会 ¥18,720

見学会 ¥77,072
描き初め2011 ¥237,753

レタプレ ¥162,915
サロン ¥33,000

雑費 メーリス・サーバー ¥7,430 景観研究室内外含む
振込み手数料 ¥1,365

収支結果 ¥303,248

項目 金額

収入合計 ¥1,349,571
支出合計 ¥1,046,323

レター ¥231,775

合計 ¥1,046,323



2011 年度 予算計画

5月13日作成
年間予算計画

収入
収入源 内訳 金額(円） 備考

前年度繰越金 ¥303,248
年会費 1名1000円×160名 ¥160,000

合計 ¥463,248

支出
支出先 内訳 金額（円） 備考

総会費用 ¥150,000 4月
見学会 ¥150,000 ２回

企画
描き初め ¥200,000 1月

レター ¥250,000 １２回

レタープレミアム ¥150,000 ４回

サロン ¥60,000

サーバー代 ¥7,500
予備 ¥50,000

合計 ¥1,017,500
収支

雑費

収支結果 -474,252

項目 金額

収入合計 \463,248
支出合計 \1,017,500


