
日本レジャー・レクリエーション学会

費宅~ 2 7 回プて委主の開イ羅にあたって

1 997年 11月 15日

学会会長 前野淳一郎

創立百年余の伝統に輝く東京農業大学において、第 27囲の日本レジャー・レクリエー

ション学会大会を開催できますことを、会員の皆様と共に歓び合いたいと思います。

新装成った素晴らしい環境・施設のキャンパスを会場としてご提供賜り、また多面に亙

るご配慮を頂きました東京農業大学の皆様、そしてまた多くのご支援を受けました関係各

位に対し、ここに深甚の謝意を表する次第です。

奴私自身、 「農学」の教育を受けたのち、専らレジャー・レクリエーションに関わる環

境・空間・地域の計画立案等の仕事に従事して参りました立場から、この機会を頂き、幾

つかの観点からする感慨を記してご挨拶に替えることをお許し願いたいと存じます。

その一つは、 「農学」が専らその研究対象としております農・林・漁業等の生産空間/

『森林.!I Ii'田園』そして『海洋』の空間そのものが、人々の生活・活動領域の拡大に伴い

今や主要なレジャー・レクリエーション空間と化しつつある、という現実的な問題につい

てであります。

二つ目は、私も専攻致しました「農学」のー領域である造園学が、人々にとっての主要

な生活空間となっている『都市』の環境的修復ひいてはレジャー・レクリエーション空間

化に大きく寄与しつつある、という点についてです。

そして三つ目は、本日聞かれるシンポジウムのテーマとも関連するのですが、 「生きも

のJをその主要な研究対象として取り扱う「農学j を学んだ人材が、自然環境学習やエコ

ツーリズムそしてセラピーや「まちづくり」等におけるインタープリータ一、レインジャ

ー、インストラクタ一、コンダクタ一、先達・ガイドといった、多方面に亙るレジャー・

レクリヱーション (L/ R)指導者として活躍する場面が、これからますます要請されて

くるであろうということです。

かようなことから私は、 「農学Jの研究とレジャー・レクリエーション研究は、相互に

理解を深めつつ積極的にクロスオーバー研究等を行なっていく必要があるものと信じてい

るのであります。

舌足らずの点はお許しを願うとして、本日東京農業大学にご参集の皆様に、以上の諸問

題についてのご理解を賜り、ご関心をお寄せ頂くことを念じて、一言ご挨拶と致します。
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1.主催

2.主管

3.期日

4.会場

5. 日程

日本レジャー・レクリエーション学会

第 27国学会大会開催要領

日本レジャー・レクリエーション学会

日本レジャー・レクリ工ーション学会第27回学会大会実行委員会

平成 9年 11月 15日(土)・ 16日(日)

東京農業大学

干 156 東京都世田管区桜正 1-1-1

11月15日(土)

11:00，......12:00 

<12:00，......13:00 

13: 00，...... 

14:00，......14:50 

14:50，......15:00 

15:00，......17:30 

18:00，......20:00 

1 1月 16日(日)

9 : 00，...... 

9 :20，......12:00 

13:00，......14:30 

14:30，......16:50 

理事会

役員候補者選定委員会(第 3回)>

受付

基調講演

休憩

パネルテ‘イスカッション

懇親会 グリーンアカデミー

受付

研究発表

A会場 1 8号館 2F 1821教室

B会場 1 8号館 2F 1822教室

生必 .d. 
lM:.' :Z玄

研究発表
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日本レジャー・レクリエーション学会
第 27回学会大会組織委員会

大会名誉会長 進士五十八 (学会会員 東京農業大学農学部長)

大会会長 前野淳一郎 (学会会長 骨骨スペースコンサルタンツ)

大会副会長 秋吉嘉範 (学会副会長 福岡教育大学)

黒田信寛 (学会副会長 明治大学)

高橋和敏(学会副会長 骨骨余暇問題研究所)

田中鎮雄(学会副会長 日本大学)

監事 鈴木祐一 (学会監事 東京女子体育大学)

永嶋正信(学会監事 東京農業大学)

大会委員長 鈴木秀雄(学会理事長 関東学院大学)

委員 荒井啓子 (学会常任理事武蔵野短期大学)

飯田 稔 (学会常任理事筑波大学)

石井 允 (学会常任理事立教大学)

坂口 正治 (学会常任理事東洋大学短期大学)

嵯峨 寿 (学会常任理事筑波大学)

下村彰男 (学会常任理事東京大学大学院)

西田俊夫(学会常任理事淑徳大学)

西野 仁 (学会常任理事 東海大学)

松浦=代子 (学会常任理事 東京女子体育大学)

松田義幸 (学会常任理事 実践女子大学)

油井正昭(学会常任理事千葉大学)

大昔善博(学会理事 福岡大学)

大森雅子(学会理事 東京女子体育大学)

小田切毅一 (学会理事 奈良女子大学)

杉尾邦江(学会理事 (掛プレック研究所)

鈴木文明(学会理事 拓殖大学北海道短期大学)

中島豊雄(学会理事 名古屋大学)

芳賀健治(学会理事 東京家政学院大学)

原因宗彦(学会理事 大阪体育大学)

松尾哲矢(学会理事 福岡大学)

宮下桂治(学会理事 順天堂大学)

守能信次(学会理事 中京大学)

師岡文男 (学会理事 上智大学)

山口泰雄(学会理事 神戸大学)
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 27回大会実行委員会

東京農業大学)

立教大学)

東京女子体育大学)

東京農業大学)

東洋大学短期大学)

淑徳大学)

(学会会員

(学会常任理事

(学会監事

(学会監事

(学会常任理事

(学会常任理事

恵

允
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信

治

夫

祐

正

正

俊

生

井

木

嶋

口

田

麻

石

鈴

永

坂

西

大会実行委員長

副委員長

監事

事務局長

事務局次長

(会計担当)

(学会常任理事筑波大学)

(学会常任理事実践女子大学)

(学会常任理事筑波大学)

(学会理事 神戸大学)

(学会常任理事 東京女子体育大学)

(学会常任理事 東京大学大学院)

(学会常任理事千葉大学)

(学会理事 大阪体育大学)

(学会常任理事東海大学)

(学会常任理事武蔵野短期大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(学会会員 東京農業大学)

(東京農業大学大学院生)

(東京農業大学大学院生)

(東京農業大学大学院生)

(東京農業大学大学院生)

嵯峨 寿

松田義幸

飯田 稔

山口泰雄

松浦三代子

下村彰男

油井正昭

原田宗彦

西野 仁

荒井啓子

宮田和久

蓑茂寿太郎

宮林茂幸

鈴木 誠

金子忠一

阿部伸太

服部 勉

栗田和弥

水野和浩

山内美陽子

仲田茂司

池 和永

員委~T 実

立教大学)

財)1、イライフ研究所研究員)

農林水産省森林総合研究所)

(学会幹事長

(学会幹事

(学会幹事
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参加者へのご案内

1 .受付

1 1月 15日(土)13:00より受付け致します。

下記参加費をお支払いください。

正会員・特別会員 4000円

名誉会員・賛助会員・顧問 無料

その他の一般の方 2000円(1日につき)

2.大会本部

東京農業大学

3.車両の入構について

学内への車の乗入れはできません

4.休憩と食事

休憩室が用意されています。昼食は、お弁当をご利用ください。

5.会場内禁煙のお願い

発表会場は禁煙です。喫煙所でお願いします。

(発表者へのお願いとお知らせ)

1 .発表受付

各発表会場の入り口で受付を行います。各自の発表時刻の 30分前までに受付けをす

ませ、「次演者席Jにおつきください。
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2.発表資料

研究発表および実践報告補足資料等については、 100部を発表受付け時に提出して

ください。資料には、必ず演題番号(例・ A-O1， Aーo2 )、演題、演者氏名を

明記してください。

3.スライド

スライド映写を希望される方は、発表受付けにあるホルダーに、各自で順序正しく

正像に写るように挿入して、発表受付けにご提出ください。スライドの大きさは 35

ミリフィルム用の標準マウン卜 (50X 50ミリ)に限ります。

4.発表時間

各発表演題につき、発表 15分です。(13分ーベル 1回、 15分ーベル 2回)。

なお、質疑討論は、各発表セッション毎にまとめて行います。

(座長へのお願いとお知らせ)

座長受付けを各発表会場の入口で行います。座長時間の 30分前までに必ず受付けを

済ませていただき、開始 20分前までに「次座長席jにお座りください。

時間を厳守して進行させるようにご協力ください。

質疑討論は、各セッション毎にまとめて該当時間でとり行うようにお願いします。

発表取り消しなどで空き時聞ができた場合は、討論や休憩にあてられるなど、自由

にご裁量下さし¥0

(討論者・質問者へのお願い)

挙手のあと、座長の合図を待って、所属、氏名を告げ、たのち、参加者にわかるよう

に発言してください。
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-第27回学会大会開催地略図

(東京農業大学)

会場東京農業大学世田谷キャンパス18号館

東京都世田谷区桜丘 1-1 -1 

Tel: 03-3426-6087 (当日)

交通新宿駅から小田急線千歳船橋徒歩15分

。 パス15分

(農大前下車)

渋谷駅から東急新玉川線用賀駅下車 タクシー 5分

パス10分

(農大前下車)

渋谷駅からパス(成城学園前駅行き)30-45分

(農大前下車)

(マイカーでのご来場はご遠慮下さい。)

至ー千歳船橋駅

馬事公苑

至・桜新町駅
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