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新生！埼玉デザイン協議会出帆記念会

トークセッション『デザインの力』
　日時：2012年9月8日（土）午後2時～5時　
　会場：埼玉県立近代美術館・講堂

　今回の出帆記念会は「社団法人埼玉デザイン協議会」が3

月21日に「公益社団法人」に認定され、4月1日より【公益社

団法人埼玉デザイン協議会】として新たに発足したその記念

イベントとして実施したものです。総勢100名の方が参加し

てくださり、ご来賓の埼玉県産業労働部産業支援課副課長関

根様、埼玉県福祉部障害者自立支援課課長岩田様、さいたま

市障害者総合支援センター所長小津様から御祝辞を戴きまし

た。はじめに「サデコの活動」を山岡理事が紹介し、トーク

セッション「デザインの力」ではパネラーの当協議会の代表

理事で元富士重工デザインセンター長・林哲也氏、当協議会

の会員でスバル商品企画本部商品企画部長兼デザイン担当部

長・石井守氏、コーディネーターの当協議会理事で元三菱電

機プロダクトデザイナー・長野繁敏氏の三名が、それぞれの

デザイン体験を多くの貴重な写真や図面をパワーポイントで

示しながら、熱く語られ、興味深い内容に、参加された多く

のデザイン学生さんをはじめ、皆さんは熱心に聞き入ってい

ました。

　また、記念会終了後には美術館内のレストランで「交流

パーティ」が催され、それぞれが交流を深めました。なかで

も大村慎氏(サックス)、別所和洋氏(ピアノ)によるジャズ演奏

は交流会を多いに盛り上げてくれました。

　公益社団法人埼玉デザイン協議会出帆記念会

トークセッションフライヤー

トークセッションの様子

熱心に聞き入る来場者 懇親会での演奏SADECO のあゆみ

開会の様子
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お問い合せ　SADECO 事務局　email:info@sadeco1.com  fax:048-261-2438

■2012年6月総会　6月23日（土）開催

「2011年度事業報告/収支決算報告/監査報告」の審議
会場：埼玉県産業技術総合センター７階研修室１．
議長：千田正勝　司会：福井政弘
議事録作成人：林　哲也
議事録署名人：葛谷裕美　森下敞明
●第１号議案：2011年度事業報告
・総会/理事会活動報告
・実施事業の概要報告
・委員会・地区会活動報告
いずれも理事竹田良雄氏に報告が求められ、一部修正箇所の口頭
説明のあと、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。
●第2号議案：2011年度収支決算報告・監査報告
当期(決算)収入合計/￥7,841,459
当期(決算)支出合計/￥8,007,153
いずれも事務局長和泉賢二氏に説明が求められ、議場に承認を求
めた結果、全会一致で承認された。監査報告について、監事星野
　勇氏に説明が求められ、議場に承認を求めた結果、全会一致で
承認された。
●第3号議案：2011年度社員異動状況報告
事務局長和泉賢二氏に説明が求められた。
2012年3月31日現在正社員数/61名　賛助会員数/5社
それぞれ報告し、出席者全員が確認した。
　総会終了後、林英次顧問から、デザイナーの心構えとしてパソ
コンに向かってるだけではダメで、紙と鉛筆から始めること等、
短くも辛口のお話をしていただきました。

■2013年2月総会　2月23日（土）開催

「2013年度事業計画案/収支予算案」の審議
会場：さいたま市民活動センター
議長：林　哲也　司会：権田　功
議事録作成人：竹田良雄　千田正勝
議事録署名人：浜本克哉　福井政弘
●第１号議案：2013年度事業計画案
議長から指名を受けた事務局長和泉賢二氏に説明が求められ、定
款上の事業について、議場に承認を求めたところ、理事権田 功
氏より「ものづくり地域活性化事業」/4年度・各種デザイン支援
「寄居円良田湖活性化計画」の名称変更を以下のとおり提案し
た。24年度・各種デザイン支援「寄居活性化計画」に変更する。
議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。また、全ての
議案についても議場に承認を求めた結果、全会一致で承認され
た。
●第2号議案：2013年度収支予算案
当期(予算)収入合計/￥8,053,500
当期(予算)支出合計/￥8,048,818
前期繰越金から/￥1,606,712
いずれも理事長野繁敏氏に説明が求められ、事業に対応する予

算について、議場に
承認を求めた結果、
全会一致で承認され
た。

　2012 年 6 月総会、2013 年 2 月総会

地域活性化デザイン委員会レポート

　ものづくり地域活性化事業　寄居町円良田湖活性化会議
田端　克雄

　円良田湖は、埼玉県大里郡寄居町の北西
部、美里町との境に位置する灌漑用の人造湖
で、小高い山に囲まれた美しい湖です。知る
人ぞ知る関東近郊のへら鮒釣りのメッカで、
冬季にはワカサギ釣りに多くの釣り客が訪れ
ます。
　平成 24 年 3 月 26 日、埼玉県大里郡寄居
町において円良田湖活性化計画キックオフ
ミーティング（主催：寄居町、寄居町観光協

会、社団法人埼玉デザイン協議会／現公益社
団法人埼玉デザイン協議会）を開催しました。
そしてそのミーティングの後、平成 24 年度
は寄居町観光協会のメンバーを中心に、円良
田湖活性化会議という形で更に具体的に活性
化について話し合いを続けました。
　会議では、花を楽しめるような周辺環境の
整備や、釣り客へのサービス向上、釣り環境
の改善等の多くの意見の中、第一に、円良田
湖の周回道路の環境改善とそれに伴う護岸整
備の必要性が挙げられました。周回道路には
湖面が見えないほど篠や藪に覆われ、山の斜
面と挟まれた様な狭苦しい暗い部分や湖側の
美しい景色も見えない部分があるので、そう
した護岸部分の篠刈りや伐採を行い、周回道
路全線湖への景観確保と周回道路空間の快適
性の改善を進めました。また最後の会議では、
ハイカー等への案内板の充実化や、釣り客へ

の安全対策の一つとして、桟橋から釣り船へ
の乗船時の安心と、スムーズな移動が可能な
施設整備の必要性も今後の課題の一つとして
挙げられました。
　寄居町観光協会事務局長の芝氏からは、こ
うした機会を持っていただいたことで、何よ
りも円良田湖関係者自身の意識の向上につな
がったことへの感謝と、これからも続けてこ
うした機会を持っていきたいといったお言葉
がありました。

会議の様子

会議の様子
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地域活性化デザイン委員会レポート

　第９回埼玉県北部地域技術交流会出展

竹田　良雄

田端　克雄

SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成24 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業　その 1「ほっとすてーしょん」
　平成 24年度埼玉県経営アドバイザーによ

る経営指導・支援事業に SADECOが委託を受

け 2012 年 12 月 3 日～ 2013 年 2 月 22 日ま

での計 10回、「ほっとすてーしょん」に対し

て第２回目の支援を行いました。

　昨年度、支援したパッケージ等のデザイン

は入居者父母に評判が良く、またギフト用販

売が好調で顧客増加に繋がり売上アップ！！

今年度は、更なる事業拡大の為、新ロゴマー

クを使ったサイン整備のデザイン支援そして

商品パッケージに入るカードデザイン支援も

希望されました。

　ほっとすてーしょんは埼玉県内の授産施設

では珍しいログハウス風の建造物、イメー

ジは開放的で広々としたログハウス、入居者

やその父母は木の暖かさが伝わり安心感があ

り、裏には農園がひろがり、土の温もりを感

じさせる施設ですが、いままで建造物である

ログハウスを活かせなかった問題点が幾つか

ありました。従って SADECOメンバーで協議

　第 9回埼玉北部地域技術交流会が、行田市

にある、ものつくり大学を会場として、平成

24年 11 月 6（火）に開催されました。支援

機関としてのサデコの参加は、平成 21年度

からで今回で 4度目のブース出展となりました。

　埼玉北部地域技術交流会とは、埼玉県北部

地域にある、優秀な技術を有するものづくり

企業の振興と発展を支援することを目的に、

企業の広報活動や、産学連携活動が行える場

の提供として開催されています。事務局とし

て埼玉県が参加する他、実行委員として各商

工団体、金融機関、大学、県内企業ならびに

支援機関が参加して交流を図るために、製品・

技術や新規事業・研究などを紹介しています。

また、講演会や商談会も開催されています。

主　催：埼玉北部地域技術交流会実行委員会・埼玉県産業技術総合センター
出展数：90ブース（68企業、7大学、4金融機関、14支援機関）
講演会：自動車産業の現在と未来（株）本田技術研究所四輪 R＆Dセンター　主任研究員　澁川岳朗 氏

をかさね、建造物のイメージを大切にしなが

ら昨年度、支援したシンボルマークで統一す

ることに決めました。

●支援内容

1. 施設内レイアウト変更：施設内を入居者作

　業所、一般来客者用として仕切りる。近隣

　の方々が入り易く、またゆったりとくつろ

　げる空間を提供できる間仕切りを提案。

2. 外看板設置：パン販売所と野菜、果物、花

　販売所を設置。

3. のぼり、垂れ幕：看板で補えきれないコメ

　ントをのぼり、垂れ幕で表現。

4. パッケージ挿入しおり：農と食をテーマと

　した就労施設であることを強調。

約 3ヵ月という短さで支援しましたが、看板、

施設内の施工までたどり着く事はでき　ませ

んでした。しかし、2013 年 3 月で支援事業

は終了しますが、引き続きこの事業の完成ま

で SADECOメンバーは協力していきます。

施設側：高橋理事長、高橋徳生　　SADECO：中村真之介、吉田美智子、竹田良雄

施設内レイアウト

外観

パン販売看板デザイン

農園看板デザイン

会場風景

活動を紹介した展示パネルサデコ展示ブース大学長の挨拶

看板設置
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お問い合せ　SADECO 事務局　email:info@sadeco1.com  fax:048-261-2438

　入間東部むさしの作業所では、埼玉県経営ア

ドバイザーによる経営指導・支援事業の継続事
業としてデザイン支援を実施しました。１年目
はエコポット栽培キットのパッケージデザイン
をメインとして実施、２年目となる今年度はエ
コポット栽培キットの最終仕上げ、各種販促物
のデザイン支援を行いました。
　エコポット栽培キットは、土や肥料、種など
を同梱した栽培キットで、花を楽しんだ後は土
に埋めると微生物に分解され、土に還るという
環境に優しい商品です。この特性をパッケージ
で表現し、商品をより多くの人たちにアピール
できる様、販促物としてパンフレットを作成し
ました。パンフレットには育て方を始め、作業
所の紹介などの情報を盛り込みました。パンフ
レットに掲載した写真はサデコメンバーで写真
家の青木岳志氏のスタジオ「スタジオ・クラス
ター」で撮影させて頂きました。クオリティの
高い写真に撮影に同行したむさしの作業所の職
員の方も驚いていました。
　今後はこのデザイン支援を行った商品がより
多くの人に届き、親しんでいただければと思い
ます。

江口　勲

菊地　俊孝

SS・福祉デザイン委員会レポート

SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成24 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業　その 2「入間東部むさしの作業所」

　平成24 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業　その３「シンフォニー」

シンフォニー：石沢美和子（施設長）、室井京子（代表理事）
　　　　　　　谷田貝、会田
SADECO：中村真之介　森田充則　江口勲

　平成 24 年度埼玉県経営アドバイザーによ

る経営指導・支援事業として SADECO が委託

を受け、2012 年 12 月 18 日から 2013 年 3 月

29 日まで新座市の非営利特定法人シンフォ

ニーにメンバー 3 名でデザイン支援を行った。

シンフォニーでは産みたての卵にこだわった

マドレーヌ、クッキー、パウンドケーキを生

産、販売しており、これらのパッケージデザ

イン、ロゴマーク、店舗のファサードや昇旗

サインのデザインが主な依頼。無塩バターや

無添加素材にこだわるなど支援員の方々の食

に対する思いが数多くある中でも、地元養鶏

場の産みたて卵へのこだわりを前面に出し、

ロゴマークに音符と共に図案化。カラーは焼

き菓子の生地に映え、上品さとかわいらしさ

と食欲をそそる鮮やかなピンクを使用。味の

バリエーション表示には手作り感のあるスタ

ンプで対応し、コストも抑えた。ファサード

や昇旗はパッケージデザインとイメージを揃

え、五線譜と音符をモチーフにし、尚且つ店

内の様子も見え、入店しやすいデザインをご

提案した。

施設側：小菅賢一、栗本雅史  SADECO：田積正敏、菊地俊孝
営業用パンフレット

エコポット（撮影：クラスター）

エコポット（撮影：クラスター）

パッケージ のぼり旗

パッケージ打合わせ風景 店舗正面案
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和泉　賢二

田端　克雄

SS・福祉デザイン委員会レポート

SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成24 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業　その４「所沢市立きぼうの園」

　さいたま市授産施設活動活性化セミナー 第１回目「つたわる POP づくり１」
　9月10日(月) さいたま市障害者総合支援セ

ンターで、施設職員および利用者対象の｢つ

たわるＰＯＰづくりセミナー・購買時点広告

のスキルアップ（第１回）」を行いました

(14:00～16:00)。これは、昨年度の｢ディスプ

レーセミナー｣に続く商品の魅力を伝える講

座です。参加者は、9施設、1団体の16名。

山岡、竹田、江口、菊地、和泉が講師で参加

しました。内容は、商品の魅力をスタッフに

代わって伝えるツール、ＰＯＰを学ぶという

ことで、今回は参加者がブレーンストーミン

グの実践をすることがメインでした。はじめ

に、「効果的なＰＯＰとは」をパワーポイン

トで講義(山岡)、続いて、参加された｢ほっ

とラウンジ｣さんの商品（クッキー、マカロ

ン）を課題に、参加された施設のスタッフが

三組に別れ、商品を手に取り、また味わいな

がら、ＰＯＰコピー開発のブレーンストーミ

ングをしました。15分の限られた時間で考

えたコピーのポストイットをホワイトボード

　平成 24 年度の埼玉県経営アドバイザーに

よる経営指導・支援事業として、SADECO が

委託を受け、2012 年 12 月 19 日の第 1 回訪

問から 2013 年 3 月 28 日までの計 10 回、社

会福祉法人所沢市社会福祉協議会「所沢市立

きぼうの園」に対してのデザイン指導を行い

ました。

　所沢市立きぼうの園では、授産事業の自主

生産事業として、手織り製品（衣類・雑貨）、

陶芸製品、キャンドル製品の製作・販売を行っ

ています。今回の支援は、それらの自主生産

品についての、ブランディング提案です。

具体的には、

・ ロゴデザイン、キャッチコピーの開発

・ タグ、シール等の展開

・ 製品カテゴリーのコピー開発

・ 販促物の展開　などです。

　現在の制作現場やの製品（作品）、製品販

売時の展示方法など見せていただきながら、

デザインアイテムの提案を行っていきまし

に貼り、グルーピングしました。「クオリ

ティ」、「味」、｢触感・歯ごたえ｣、「状況｣、

｢気持ち｣、｢(駄)洒落)｣等、いろいろな方向性

を見ることができました（江口、菊地、和

泉）。最後にＰＯＰづくりの基本レイアウト

を、ホワイトボードに描きながら解説しまし

た(竹田)。また個別相談会として、施設で作

られたＰＯＰ等に対してのアドバイス、クリ

ニックをしました。

た。毎回の打合せでは、スタッフの方が沢山、

熱心に参加され、楽しく、有意義に協議させ

ていただきました。

　提案のポイントとなったのが、所沢の名の

由来についてでした。誌面の関係で、詳しい

ことはお伝えできませんが、一説では、ヤマ

イモ科の植物の野老（ところ）が多く自生し

ていた沢とか…。所沢市の市章にも野老（と

ころ）の葉が図案化されていることもあり、

「きぼうの園」のブランドロゴには、「手づく

り野老（ところ）」のコピーを添えました。

　自主生産アイテムが異なる中、手織り、陶

芸、キャンドルのそれぞれの製品（作品）に、

ブランドロゴが展開できるよう工夫しなが

ら、タグやシール、販促物の提案をさせてい

ただきました。

施施設側：森澤富夫（施設長）、倉部陽司、岡本志穂、北
敦夫、金坂里美、大友淳子、上村優、伊東毅俊、山屋奈
津江、林郁子、吉野由紀子、服部留美子
SADECO：和泉賢二、田端克雄

打ち合わせ風景

キャンドルパッケージ タグ

ラッピングパンフレット

事務局長挨拶

POP についてスライドショーで説明グループごとに検討
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SS・福祉デザイン委員会レポート 和泉　賢二

SS・福祉デザイン委員会レポート 和泉　賢二

　第 13 回埼玉県障害者アートマネジメントワークショップ

　さいたま市授産施設活動活性化セミナー 第２回目「つたわる POP づくり２」
　11 月 12 日 ( 月 ) さいたま市障害者総合支

援センターで、施設職員および利用者対象

の ｢つたわるＰＯＰづくりセミナー・写真

撮影講座（第２回）」を行いました (14:00 ～

16:00)。参加者は、８施設、12 名。山岡、竹

田、江口、菊地、和泉が講師で参加しました。

内容は、ＰＯＰに必要欠くべからずの写真を

学ぶということで、今回は参加者が写真撮影

の実践をすることがメインでした。はじめに、

「ＰＯＰとは」のおさらい、次いで ｢写真の

基本構図｣、「シズル感とは」をパワーポイン

トで講義 ( 山岡 )、続いて「魅力的な写真撮

影技術」の解説。そのあと「ほっとラウンジ

｣ の製品（クッキー）のデジタルカメラによ

る模範写真撮影（竹田）。休憩後、各施設の

製品をそれぞれが構図を考え、持参したコン

パクトカメラ、三脚、照明器具を使って撮影

することとし、セッティング、ライティング、

カメラの操作を実践、それらにアドバイスし

ました（江口、菊地、和泉）。また個別に対

　「埼玉県障害者アート企画展」を実施してい

る　埼玉県障害者アートフェスティバル実行委

員会は、障害のあるアーティストを支えるため

のワークショップを開催し、障害者施設職員の

人材育成をおこなっています。今回、「アート

作品の商品化を考える」ということで、埼玉県

福祉部障害者福祉推進課からサデコに講師派遣

の依頼を受けました。

　障害がある人たちのアートは現在大きな関心

を集めています。埼玉県でも 2 度の障害者アー

ト展を経て多くの作家が現れ、新たな歴史をつ

くろうという動きが美術家である中津川浩章

（神奈川県在住）さんのディレクションのもと

生まれつつあります。今後はアート + デザイン

を融合した新たなかたちへ、動こうとしていま

す。今回は、1) サデコの、これまでの授産施設

へのデザイン支援実例を通して、デザインの役

割を紹介 ( 江口 )、また 2) アートの商品価値を

高めるノウハウを講義、実際の作品を使った実

例商品展開サンプル ( ワインラベル、ブックカ

応し、細かな技術指導を行い、質問に応え ( 竹

田 )、2 時間はあっという間に終わりました。

バー、レターセット、チョコレートパッケージ、

コースター、シール、ハガキ等 ) を提示し ( 竹田 )、

3) 参加されたワークショップメンバーが持参し

た作品に対しての相談、Ｑ＆Ａを行ないました

（赤井、竹田、江口、和泉）。アートがデザイン

力で魅力的に変身、商品化できることを、伝え

られたホットな 3 時間だったと思います。

日時：2013 年 3 月８日、午後 2 時～ 5 時
場所：さいたま共済会館
講師：竹田、江口、赤井、和泉
内容：1）デザインの力とは
　　　2）商品価値を高めるためのアプローチの仕方
                   ＆商品展開例
　　　3）相談会 ,Q&A

撮影のポイントを説明

機材の使い方

POP の説明

構図の考え方

Q&A

実例紹介

実例を用いて説明

興味津々の参加者
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福祉プロジェクトレポート 江口　勲

福祉プロジェクトレポート 竹田　良雄

　平成 24 年度さいたま市授産施設支援アドバイス　その２「しびらき」

　平成 24 年度さいたま市授産施設支援アドバイス　その 1「春里どんぐりの家」
さいたま市より委託を受け、メンバー 4 名で

2012 年 5 月 18 日 か ら 2013 年 3 月 21 日 に 5

回訪問し、デザイン支援を行った。依頼内容は

突板という樹木を 0.3㎜程に薄くスライスした

材料の端材を編んだシートを活用する製品開

発。特徴として稀少な樹木を使用でき、様々な

樹種を組み合わせることで従来にない木の表現

が生み出せる。また特殊塗料により樹木の質感

を損なわず、汚れにくい仕上げとなる。コンセ

プト、ロゴ、パッケージ、販促物について複数

のアイデアをご提案、試作。結果的に一製品に

絞り、制作手順から指導し、試作を重ね完成度

を高めた。ブランド名を『木里結　KORIYUI』

とし、作り手の思いを伝えるためパッケージに

次の文章を添えた。「木の春里物語 ･･･ 人との

出会いと同じで、木にも出会いがあっていいよ

ね。木は自分から動けないし、出会うことは難

しいけど。世界中から集まった木が、春里で出

会い、仲間の手で結ばれ、新しい姿に生まれ変

わり、次の出会いを待っています」

　さいたま市障害者総合支援センターより委

託を受けた SADECO メンバー 3 名で 2012 年

5 月１2 日から 9 月１日までの計 5 回、障害

者支援施設「しびらき」に対しデザイン支援

を行いました。

　しびらきはさいたま市桜区新開にあり一面

のどかな田園風景が広がっています。

授産製品は主にクッキーやパウンドケーキの

製造・販売。

　特にクッキーの種類は多く、商品化してい

る「コロンちゃん」シリーズはキャラクター

が女の子のイラストを使いソフトな触感があ

り。「とっテおっキー」シリーズはテキーラ入

りでハードな触感でイラストは手を使ってい

ました。また、パウンドケーキは「ふわり」

シリーズで鳥と雲のイラストを描いていまし

た。各商品パッケージは障がい者の手描でシー

ル展開をしていました。

　昨年度、SADECO でデザイン指導した他施

設の授産製品が好評で売上アップに繋がった

事を知り刺激を受けたようです。

　しびらきの商品に対してはサデコメンバー

が協議を重ね、クッキー、パウンドケーキの

パッケージデザインリニュアルはキャラク

ターを活かしたデザインで纏めることとしま

した。

1. しびらきブランド化。「しびらきカフェ」　

のシンボルマーク

2. キャラクター名：クッキー「コロンちゃ　

ん」「テッキーくん」。パウンドケーキ「ふ　

わりん」

3. シールデザイン：パウンドケーキ / ふわ　

りん 6 種、クッキー / コロンちゃん、テッ　

キーくん各 8 種。

4. 透明袋の止め型は現状のネック式を採

　用。但し色はシルバー、ゴールドを使用　

する。

クッキー用キャラクター

パウンドケーキ用シールクッキー用シール

ブランドマーク

施設側：谷脇副主任
SADECO：和泉賢二、山岡和彦、竹田良雄

春里どんぐりの家：金田友美（所長）　鯨井京子
SADECO：和泉賢二　江口勲　菊地俊孝　竹田怜平

春里訪問風景

インテリアトレイ種類

撮影風景

インテリアトレイ
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SS・福祉デザイン委員会レポート 和泉　賢二

SS・福祉デザイン委員会レポート 赤井　克重

　第１回コムナーレ交流フェスティバル

　サデコショップ運営状況・販売企画

　 第 1 回 コ ム ナ ー レ 交 流 フ ェ ス テ ィ バ ル

（ちょこっとアートでつながるハート）

日時： 2012 年 8 月 25 日（土）・26 日（日）

午前 10 時～午後 4 時

会場：浦和パルコ コムナーレ（8 ～ 10F）

さいたま市市民活動サポートセンター（9F）

浦和駅前のコムナーレに入っている、さいた

ま市の公共施設「浦和コミュニティセンター」

(10 Ｆ )「市民活動サポートセンター」(9 Ｆ )「中

央図書館」(8 Ｆ ) が連携して、多種多彩なアー

トを見て、聞いて、作品づくりやパフォーマ

ンスをいっしょに楽しもうというもの。サデ

コは、さいたま市障害者総合支援センター開

催の授産製品見本市（9 Ｆ・中央ラウンジ )

に協力、「人気の手づくり商品勢揃い・まご

ころたっぷり授産製品ひろば」の大きな旗 ( デ

ザイン：竹田）の下、参加された 9 施設の展

示台をブルーの布地で統一し一体感のある見

本市を演出しました。

また、サデコ自体も、無料デザイン相談会

を実施、サデコ活動の紹介パネル、トーク

セッションの告知、入会勧誘等を行いました。

112 団体が参加され、二日間で、6,900 人の

お客さんが来られたとのことです。

 ショップがサイテックの地に開店して、はや 3

年近くが過ぎ去ろうとしています。この間、授

産品の中でも特にも食品系統の販売に力を入れ

てきました。理由は簡単、消費すればなくなっ

てしまうからです。現在もブームが続いている

塩こうじは最近の定番売れ筋です。また青唐辛

子味噌や醤油こうじといった新製品も仲間入り

しています。一方昨年度よりは来店者数も統計

で百人程多くなっています。これは一般の御客

様を含めて、地域の御客様にも関心を持って頂

けたのではないかと考えています。

  また映画祭に因んだフェアでは、ショップス

タッフの協力もあり唐辛子キムチを販売、通常

よりも多くの売上を上げる事が出来ました。

  これからもまだまだ新しい、斬新な、消費ニー

ズに応えられるような商品の企画や販売に尽力

していきたいと思っています。また、食品だけ

でなく、新しい観点からの企画による授産施設

商品の提案を積極的に行っていく予定です。

  皆様の御協力に感謝すると共に、新しい企画

等ございましたらどうかショップなり私へでも

結構ですので、御提案御協力の程お願い申し上

げます。 

作業所のみなさん

作業所のみなさん

開会式
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青少年育成デザイン委員会レポート 千田　正勝

　2012年8月25日(土)・8月26日(日)に小川町の

埼玉伝統工芸会館にて、第25回サデコスクール

「親子でつくる楽器教室」が開催されました。

親子のふれあいと、ものづくりの楽しさ、音づ

くりの楽しさを同時に体験できるサデコスクー

ルは、今回で第25回を迎え、今年は9組の親子

（子ども12人、大人9人）が参加して個性豊か

な楽器づくりに取り組みました。

　1日目は、はじめに音の仕組みを学び、次に

成形の基本を学びます。2日目にはサデコス

クール25周年の記念とし、プロの演奏家達によ

るミニコンサートを実施し、親子で素晴らしい

生演奏を楽しんで頂きました。その後、色やデ

ザインの基本を学んで、親子で思い思いの装飾

を施して楽器を完成させました。

　制作された楽器の種類は、恒例のアルペンホ

ルン、紙筒タイコの他に、創作ドラム、創作

ハープなどがありました。毎年、マンツーマン

でスタッフが楽器づくりのサポートを行うの

で、全ての子ども達が予定の時間内に素晴らし

いオリジナル楽器を仕上げる事ができます。

　2日目の最後にはみんなで演奏会を行いまし

たが、自分自身でつくったばかりの楽器を演奏

する子どもたちの表情は明るく誇らしげで、そ

の楽しい音色は小川町の青空と子どもたちの心

に響き渡りました。

千田　正勝

　平成24年8月8日「2012年度 星美学園短期大

学公開講座〈親子講座〉」の中で、「サデコス

クール・手作り楽器にチャレンジ～紙筒を使っ

て楽しい太鼓を作ろう～」を開講しました。時

間は、10時から12時30分までと短い時間の中

でのスクールでした。参加人数は、親子11組、

受講生13名で、当大学の図工室はいっぱいにな

りました。

　公開講座委員長の広瀬教授の挨拶に始まり、

講師・サデコ葛谷理事の楽器についての歴史と

「太鼓づくり」について細かい制作行程の説

明がありました。会場は、終始和やかな雰囲気

で、子供たちは目を輝かせて太鼓づくりに夢中

でした。

　太鼓完成後、参加された親子の間で「いい夏

休みの作品ができたね！」と喜びの声が、あち

こちから聞こえました、大学側も大変喜んでお

られました。

　第 25 回 親子でつくる楽器教室

　星美学園・親子講座「手作り楽器にチャレンジ～紙筒を使って楽しい太鼓をつくろう～」

青少年育成デザイン委員会レポート

長年に亘りサデコスクー
ルの校長を務めておられ
ました榎本隆様が、今年
の1月にお亡くなりにな
りました。毎年ご家族の
皆様で運営にご尽力頂い
た事に心より感謝し、謹
んでご冥福をお祈りいた
します。

一生懸命演奏しました

全員集合

説明にも熱が入ります

会場の様子 みんな集中しています

開会式
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　サデコジャーナルの地区活動の年間報告が

年々早く感じるのは私だけでしょうか（汗）。

　毎年 4 月恒例 「SADECO.DO 懇親会」星野工

房をお借りして、サデコの歴史や森下氏のブリ

ヂズトンサイクル時代の自伝など驚きと笑いあ

り！参加者は 18 名で SADECO.DO、諸氏に千田

氏、和泉氏、山岡氏、川上・萩原両ご夫妻、グ

行い、会食会などを設けたり、11 月は「星亀

工房創業 50 周年記念・木のあかり家具展」で

木と LED によるテーブル・ソファ・あかり棚な

ど新たな作品が展示紹介され、多くの参加者た

ちにとっても有意義なひとときとなる盛況な作

品展でした。今後もこのような交流の場を増や

していきたいと思います。

SADECO DO レポート

　SADECO 地区活動
田積　正敏

情報・文化・交流デザイン委員会レポート

　SADECO ホームページリニューアル
福井　政弘

＜ SADECO HP リニューアル作業について＞

埼玉デザイン協議会は、平成 24 年 4 月から、公益社団法人埼

玉デザイン協議会になり 1 年が経ちました。その間、多くの

事業展開と活動が実施され、SADECO ホームページへの掲載

作業に追われました。

もう１つの作業は、公益社団法人になったことによる各項目

の中の、細部リニューアルの作業でした。まず、トップペー

ジにある「SADECO 公益社団法人に認定」の項目では、西暦

年を入れて表示することに。これは全ての項目に共通した校

正作業になりました。

トップページでは、最新情報の欄に加えて、最新のニュース

欄として「SADECO SHOP 授産製品出展募集」（現在）を入れ、

素早い情報対応が出来るよう新スペースを作成しました。加

えて、すぐ見たい項目、「SADECO SHOP」や「サデコスクール」

をすぐクリック出来る様にしました。なお、事業活動の欄では、

内容の変更はもとより、最新情報で漏れた活動項目の対応も

加えました。そのほか組織情報をはじめ、随所にある変更箇

所をリニューアル進行中です。

その一部を画像で紹介致します。

リーンフィンガーズの矢嶋所長、森谷氏と社員

の吉崎さんが参加された賑やかな会となりまし

た。ジャーナルを目にされた方々も次は是非ご

参加ください。

　９月から定例会所の大宮中部公民館が耐震工

事のため、6 ヶ月間使用できずにいました。し

ばらくは普段と異なった場所にて集まり活動を
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　「サデコ」って何？と聞かれることは、当初からずっと続いています。

そのたびに一言で答えられないのが ｢サデコ｣ です。サデコは、いろい

ろな活動をしています。いろいろな人がいます。職種もいろいろです。 

1 ×１が、3 になったり、5 になったりするのがサデコです。2013 年 4

月 1 日現在、正会員：65 名／顧問：2 名／賛助会員：5 社ですが、20 代

から 90 代までの会員を、200 人目標にするという、元気な理事もいます。

公益という意味を忘れず、｢デザイン｣ というキーワードで、地域活性化

を楽しくやっていきたいものです。事務局も、皆さんのお役にたてます

ようがんばりますので、皆さんのご協力をお願いします。（事務局は、6

月 1 日から、現在のスペースを縮小し (60％ )、コンパクトに効率よく仕

事をすることとなりました。住所は変わりません）　事務局長　和泉賢二

　新しく公益社団法人埼玉デザイン協議会が発足して、1年が経ち

ました。協議会の永遠のテーマである「デザインの力」を再認識す

べく、当協議会の出帆記念会では、同テーマをもとに語り合いまし

た。改めて、この1年の活動を振り返ると、それぞれの活動に「デ

ザインの力」がしっかりと貫かれ、力のこもった活動が印象に残り

ます。▶最後に編集にあたり、誤字脱字等がありましたらご容赦願

います。情報交流委員会・福井政弘

　あとがき

　事務局から

編集スタッフ
情報・文化・交流デザイン委員会／福井政弘・菊地俊孝　
執行理事／竹田良雄　事務局／和泉賢二

平成24年度新会員

大野宣子税理士事務所（法人会員）　

株式会社アールディエス（法人会員）

竹田　怜平
萩原　睦　

石井　守　

山口　和子

平成25年度新会員

塩坂　純代　

金田　充昭　

守屋　球子
清水　征也
岩井　正子
退会

中央電子工業株式会社（法人会員）

株式会社中賀（法人会員）

神田慎一　　   かんだ　しんいち

たけだ　りょうへい
さいたま市大宮区　職種・日本大学生産工学部大学院生

はぎはら　むつみ
さいたま市大宮区　勤務先・(株)志岐デザイン事務所　職種・デザイン

いしい　まもる
東京都大田区　勤務先・富士重工（株）　職種・デザイン

やまぐち　かずこ
さいたま市岩槻区　勤務先・サデコショップ

しおさか　すみよ
東京都品川区　職種・野菜ソムリエ、パン・お菓子つくり

かなだ　みつあき
東京都小平市　職種・工業デザイン

もりや　まりこ
さいたま市見沼区　勤務先・アトリエ球(自営）職種・デザイン業、造形教室

しみず　せいや
さいたま市中央区　勤務先・社会福祉法人戸田わかくさ会　職種・生活指導員 

いわい　まさこ
さいたま市桜区　勤務先・(株）高田パッケージ　職種・デザイン

　新会員の紹介

埼玉スバル自動車株式会社

〒 338-8555 埼玉県さいたま市中央区上落合 8-4-11
TEL 048-852-0131

http://www.saitama-subaru.co.jp

株式会社アールディエス

〒 369-1211 埼玉県大里郡寄居町赤浜 1860
TEL 048-582-3911

http://www.rds-design.jp


