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■ 2014 年 5 月総会　5 月 31日（土）開催

「2013 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：菊地俊孝
　議事録作成人：赤井克重　権田　功
　議事録署名人：竹田怜平　森下敞明
●第１号議案：2013 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に報告が求められ、議場に承認を求めた結
果、全会一致で承認された。
●第 2 号議案：2013 年度収支決算報告・監査報告
当期 ( 決算 ) 収入合計 / ￥8,084,117
当期 ( 決算 ) 支出合計 / ￥8,362,430
いずれも理事山岡和彦に説明が求められ、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：2013 年度社員異動状況報告
事務局長和泉賢二に説明が求められた。
2014 年 3 月 31日現在正社員数 /66 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、「講演会＋懇親会」を行いました。さいたま市障害者
総合支援センター所長永島淳氏の講演「障害者福祉の潮流と授産支
援に求められるもの」(30 分 ) があり、続いての「懇親会」には永
島所長、柳沢係長に参加いただき、授産製品の販売拡大のアイデア
や、ショップの在り方等々、サデコショップに出展している授産製品
のラスク、せんべいをいただきながら、活発な意見交換が 5 時まで、
１時間に亘り行われました。

■ 2015 年 2 月総会　2 月 21日（土）開催

「2015 年度事業計画案 / 収支予算案 / 会員資格の喪失と除名」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：山岡和彦
　議事録作成人：福井政弘　江口　勲
　議事録署名人：田中　薫　川口光男　
●第１号議案：2015 年度事業計画案
議長から指名を受けた執行理事竹田良雄に説明が求められ、定款
上の事業について、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認さ
れた。
●第 2 号議案：2015 年度収支予算案
当期 ( 予算 ) 収入合計 / ￥7,427,900
当期 ( 予算 ) 支出合計 / ￥7,279,296
前期繰越金から / ￥1,846,113
いずれも事務局長和泉賢二に説明が求められ、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。
●第 3 号議案：会費未納による会員資格の喪失と除名について　
事務局長和泉賢二に説明が求められ、定款の規程により，当該社
員 2 名が除名対象になることについて、全会一致で承認された。

和泉 賢二

　2014 年 5 月総会・2015 年 2 月総会
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　5月8日（木）、AXIS地下1階 展示場で サ
デコ正会員 清水吉治氏の「マーカースケッチ
展」が開かれました。あわせて展示会初日の
終了間際から「清水吉治先生80歳傘寿祝賀
パーティ」が開催されました。日本の工業デ
ザイン、とりわけデザインとその表現で際立っ
た力を示され、特にその教育分野で多大な貢
献をなさいました。「80歳にして現役、まだま
だこれから！」祝賀会に訪れた多彩な人達か
ら盛大な祝福を受けられました。

　清水吉治氏 80 歳傘寿祝賀パーティ

　サデコ顧問林英次氏「デザイン司南（しなん）」出版報告会

権田　功 

林 哲也

　3 月 25 日( 火 ) 午後６時から 8 時、六本木
のアクシスビルで、サデコ顧問の林英次さんの
出版記念パーティが開催された。出席者はお
よそ２００余名。林さんの＜デザインフィロソ
フィー＞の神髄に触れ学び、感銘を受けた人々
で埋め尽くされた。この日は、林さんの 83 歳
の誕生日。林さんは、二輪文化を背負いブリヂ
ストンサイクルに入社，1981年創立の「AXIS」
の 2 代目編集長として、また日本のデザインセ
ンターとして若手クリエーターの支援、海外デ
ザイナーの日本登竜門のサポーターなど、さら
には経営者から国内外デザイナーなどへのアド
バイスは、その一貫したフィロソフィー「AXIS」
が人々の共感、雲集を呼んだ。
本書「デザイン司南」のサブタイトルは、一寸
先は闇 宮本武蔵ならぬ林英次の「五輪の書」、
起 / 橙本、承 / 緑本、転 / 紫本、結 / 白本、
闇/黒本、各10×21cm の五つの冊子から成る。

「司南」は古代中国で方位や風水を見るために
使われた羅針盤のルーツ、本書はいつの時代
も変わらないデザインの軸 (AXIS) を示す羅針
盤である。 本出版記念会は、林さんの後を継
いだ関康子編集長とアクシス石橋寛会長の発
案支援で行われた。

『デザイン司南』一寸先は暗闇 
著者：林 英次

発行元：株式会社アクシス
〒 106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 
tel 03-5572-0800  fax 03-3583-0119   
http://www.axisinc.co.jp/ 
定価　本体 2,400 円＋税

　サデコ創始者の一人である林英次顧問
には、今後も「サデコの司南」をお願いし、
出版記念会の報告とさせていただきました。
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地域活性化デザイン委員会レポート

　デザイン相談会
江口　勲

　デザイン相談会では中小企業の製品開発
に対してデザイン面から助言・提案・アイデ
アの付与等、ものづくりから販売に至るまで
のデザイン支援を実施します。
　今回は「特許ライセンスを活用した企業支
援事業 in さいたま」を主催する埼玉県産業
技術総合センターと公益財団法人さいたま
市産業創造財団からサデコにデザイン面で
の協力依頼があり、公益財団法人埼玉県産
業振興公社、企業情報サイトイノベーション
アイが連携する「日産自動車株式会社」提
供の特許ライセンス活用に対し支援をしまし
た。
　このプロジェクトは大手企業や大学・研究

機関等が所有しているにもかかわらず様々な
事情から活用できない特許を中小企業がラ
イセンス活用し、製品開発、販売につなげ
るというものです。全国で既にこの仕組みを
活用した商品の販売までの実績が多数あり、
埼玉県では今回が２回目です。
　「日産自動車株式会社」から提供された
32 件の特許について評価委員会の一員と
して参加し、会員約 9,000 社ビジネス系
Web サイト「イノベーションズアイ」でアイ
デアを募集するため対象特許の絞り込みを
行い、SADECO として９件を推薦した（平
成 26 年７月４日　さいたま市産業創造財団
にて）。最終的に４件に絞り込まれた特許に

対して応募された実現性のあるアイデア44
件について評価委員として①商品アイデアの
独創性②対象特許との関連性③商品化、事
業化の可能性を選定基準に協議した（平成
26 年 12 月 26 日　さいたま市産業創造財
団にて）。
　平成 27 年２月現在、３件の特許について
県内中小企業が活用を検討しています。
　今後も参加団体・企業と連携し、中小企
業の製品開発にデザイン面からの支援を行
います。

SADECO 担当：金田充昭 菊地俊孝 江口勲

　埼玉県産業技術総合センター（SAITEC）と共催のデザインセミ
ナーは例年『デザイン表現スキルアップ研修』での「イラストレー
ター＆フォトショップ講座」と『ものづくり開発支援研修』として県
内中小企業を対象に「商品デザイン講座」を行ってきた。今年度は
今後の「商品デザイン講座」をより市場、中小企業の要望に応える

地域活性化デザイン委員会レポート

地域活性化デザイン委員会レポート

　第 11回埼玉県北部地域技術交流会

　平成 26 年度 SAITEC 共催「ものづくり開発セミナー」企画会議

江口　勲

江口　勲

　第 11 回埼玉北部地域技術交流会が埼玉
工業大学体育館を会場として。平成 24 年
11月 6 日に開催されました。サデコの参加
は今年で 6 度目のブース出展となります。
埼玉北部技術交流は埼玉県北部地域を中心
とするものつくり企業の振興と発展を支援
することを目的に、企業の広報活動ならび、
産学連携活動を提供するために開催されて
います。県内企業がならび、支援機関が参
加して交流を図るため、製品、技術や新規
事業、研究などを紹介しています。サデコブー
スは、授産支援、ものづくり支援、青少年
育成支援のパネルの他に、今回の出展に合
わせて「SADECO アップサイクルプロジェク
ト」シンボルマークのお披露目とプロジェク
ト概要を紹介しました。
主催：埼玉北部地域交流会実行委員会
　　　埼玉県産業技術総合センター
SADECO 担当：権田功、竹田良雄

べく練り直すため、計５回の企画会議を行った。来年度はあらためて
県内中小企業向けのセミナーを開催することとなった。

企画会議参加者：江口勲、権田功、平山裕嗣、長野繁敏

埼玉工業大学 会場の様子

紹介パネルサデコブース前
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菊地 俊孝

　SADECO アップサイクルプロジェクト
　近年、工場で製品や部品を製造する過
程で出る端材や廃棄材の一部をデザインや
アートの力でより良い価値の製品、或いは作
品に生まれ変わらせる「アップサイクル」とい
う考え方が広がっています。
　SADECO では平成 26 年から、埼玉県
内の工場から端材や廃棄材を提供して頂き、
デザイナーやアーティストにより新しい製品
や作品に生まれ変わらせる活動『SADECO
アップサイクルプロジェクト』を行なっていま
す。この活動を通して、企業、デザイナー、アー
チスト、地域がコミュニティを形成し、より
豊かな社会形成を目指しています。
　サデコの新しいプロジェクトが始動するの
に伴いプロジェクトのシンボルマークを募集。
多くの応募の中から池田亮介氏デザインのシ
ンボルマークが選出されました。
　活動については、平成 26 年は株式会社

エイペクスの人工大理石コーリアンの端材と
株式会社鈴仙の爬虫類の革の端材によるプ
ロジェクト。それぞれサデコ会員をはじめと
した参加デザイナーが端材を利用した商品を
検討しました。端材のことをより深く知るた
めに工場に伺い参加デザイナーは熱心に耳
を傾けていました。後日試作品の検討会も
行っています。
　また、同時にアップサイクルプロジェクト
では端材を利用した子供向けのワークショッ
プも実施しました。子供たちの自由な発想で
とてもユニークな作品が生み出されました。
　今後、アップサイクルプロジェクトはさらに
多方面に拡大していく予定です。今後の活動
にご期待ください。
SADECO 担当：江口勲、権田功、千田正勝、
星野勇、守屋球子、菊地俊孝

地域活性化デザイン委員会レポート

　　　　「リサイクル」は誰もが知っていますが、近年「アップサイクル」という考え方が広がっています。リサイクル
　　　の場合、再利用後の製品の価値は再利用前に比べて下がってしまう事が多いのです。それに対して、アップサイ
　クルはデザインの力によって製品の価値を再利用前より高めて行こうとする考え方です。古くなった物や使わなくなっ
た物を、他の物との組み合わせやデザインの力によって新しい価値を生み出す『アップサイクル』。ただ再利用するだけ
のリサイクルとは違い、アイディアや工夫次第で、とてもオシャレでエコなアイテムに変えてしまうアップサイクルは今、
世界中に広がりつつあります。

　アップサイクルとは　リサイクルからアップサイクルへ？

SADECO アップサイクルプロジェクト
シンボルマーク

デザイン：池田亮介氏

株式会社エイペクス工場見学 株式会社鈴仙工場見学

ワークショップ実施の様子 ワークショップ作品試作検討会

シンボルマーク選定
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　2014 年 8 月 23 日（土）・24 日（日）小
川町の埼玉伝統工芸会館にて、第 27 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、今年で第 27 回
を迎え、今年は11 組の親子（子ども11名、
保護者 10 名）が参加して、個性豊かな楽
器づくりに取り組みました。
　1日目は始めにプロの演奏家の方達による
ミニコンサートを実施しました。パーカッショ
ンの専門家に子どもが制作した紙筒タイコを
演奏して頂き、たたき方で音色が変わる様
子に子ども達は目と耳がくぎ付けになり、全
身で音楽を楽しんでいました。楽器ごとに音
の出る仕組みの指導をして頂き、自分の作
る楽器の特長を学んだ後に楽器づくりに取
り組みました。
　2 日目は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
木琴・鉄琴がありました。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ます。2 日
目の最後は演奏会と発表会です。制作の合
間に音楽指導の先生から音の出し方やリズ
ムの取り方を学び、みんなで演奏会を行い
ました。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。
　発表会では 2 日間かけて作った楽器をみ
んなにお披露目して、校長先生から修了証
を受け取り終了です。今年も独立行政法人
国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」
の助成を受け、子どもたちに充実した活動を
提供することができました。

参加者：22 名
SADECO 担当：千田正勝、葛谷裕美、竹田
良雄

千田　正勝青少年育成デザイン委員会レポート

　第 27 回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」
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江口　勲SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成 26 年度障害者就労施設支援事業「多機能型事業所わっくす」
　平成 26 年度障害者就労施設支援事業（技
術者指導員支援制度）としてサデコが委託を
受け、2014 年７月 24 日から 2015 年１月 31
日まで「わっくす」にメンバー３人でデザイン支
援を行った。当事業所では主に喫茶店事業と
利用者のアート作品事業に取り組んでおり、喫
茶では特にカレーとコーヒーに力を入れている。
今回はこれまで喫茶店のみで販売してきたクッ

キーのパッケージ刷新とアート事業のブランド
化の要請があった。初日のアート事業見学でと
ても印象的な『鳥』の消しゴム判子作品があり、
作家、施設の了解を得て施設や事業全てで使
用するロゴマークに採用した。クッキーの形
も同じ「鳥」型に変え、バターを多めに使って
いることをネーミングに入れるなど、作り手の
姿勢が素直に伝わることを重視したクッキーと

パッケージになった。アート事業は新なキャッ
チコピーを作りブランド名はわかりやすく喫茶
と統一。タグもクッキーパッケージとイメージ
を揃え、喫茶事業とアート事業のブランド相乗
効果が生まれるようデザイン支援した。
施設側担当者：豊田亜紀　
SADECO：江口勲　田積正敏　守屋球子

田端　克雄SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成 26 年度障害者就労施設支援事業「あかりワークス姫宮」
　平成 26 年度障害者就労施設支援事業（技
術指導員支援事業）として、SADECO が委託
を受け、南埼玉郡宮代町にある NPO 活動法人

「あかりワークス姫宮」のデザイン支援を行いま
した。あかリワークス姫宮では、主にせんべい
の販売（せんべいの袋詰め・せんべいの箱詰め・
シール貼りなど）作業を行っています。
　施設からの支援の要望は、あかりワークス姫
宮のブランディング。そのための施設パンフッレ
とおせんべいのカタログ制作、贈答用パッケー
ジデザイン開発などです。
　施設パンフレットは、施設で働くみなさんが、
仲良くいきいきと活動されている様子を、イラス
トレーションで表現し、「みんなひとつになって」

（表紙）、「あかるく、わくわく、はたらく」（中面）
のフレーズを添え構成しました。
　おせんべいは、カタログに「おいしいあかり
せんべい18 味。」のキャッチフレーズを使用し
たほど種類が豊富。まずは購入者が選びやす
くするために、現行の味表記シールを、作業性
も考慮しながら、より味のイメージが伝わりや
すいようにデザインリニュアル。カタログでは、

おせんべいの写真に、シールと同じ味表記とと
もに味の説明を添えました。
　ギフトパッケージでは、あらたに個装化し、
帯でオリジナリティとバラエティ感を演出しまし
た。特徴的なのは包装紙です。あかリワークス
姫宮で働く、佐藤翼さんの描いたイラストを効
果的に配しました。（おせんべいカタログ表紙に
も使用。）ギフト商品として、好評をいただいて
います。
施設スタッフ：金森恵美子、小野里千鶴、渡辺
大輔、武田篤、山岸徹也
SADECO チーム：和泉賢二、岩井正子、金田
充昭、田端克雄、ごとうゆき（イラスト）

POP

打ち合せ風景

アートワークタグ

せんべいカタログ

ギフトセット

ギフト包装箱 施設パンフレット

アートワーク
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和泉　賢二SS・福祉デザイン委員会レポート

　さいたま市授産施設活動活性化セミナー「販促用チラシづくりセミナー」
「販促用チラシづくりセミナー第１回」

　10 月 29 日 ( 水 )14：00 〜16：00　第 1回販促用チラシづくり
セミナーをさいたま市障害者総合支援センターで、施設職員および
利用者対象行いました参加者は７施設（８名）。
　初めに「商品を売る為の基礎知識」講義としてマーケティングとは
からはじめ、マーケティングに必要な 3C＋ M とは？SWOT 分析等
をやさしく平山氏が解説。その後、個別相談会を 45 分間行い、最
後に「コンパクトデジタルカメラによる撮影テクニック」講義を竹田氏
が行ないました。

「販促用チラシ作りセミナー第２回」
　11月12 日 ( 水 ) 14：00 〜16：00　第 2 回販促用チラシづくり
のセミナーを行いました。参加者は７施設（７名）。
　初めに「効果的な販促物の作り方」として、つくる、つつむ、つた
えるの３つの視点で課題解決、売上げ倍増の法、AIDMA( アイドマ )
＝お客様が購入するまでのプロセス、POPとは？等を丁寧に山岡氏
が解説しました。続いて「販促ツールデザインを Word でつくる」を
竹田氏が講義をしその後、参加された皆さんは約 1時間、Word ソ
フトを使って、デザインワークを実施しました。最後にデザインした
作品を A3 サイズで出力して感想を述べていただきました。

SADECO 担当：平山裕嗣、山岡和彦、竹田良雄、江口勲、菊地俊孝、
和泉賢二

SS・福祉デザイン委員会レポート 竹田　良雄

　工賃アップのための経営アドバイスセミナー＆相談会
　2 月 25 日（水）14：00 〜15：30、SADECO 主催の授産施設
を対象に工賃アップのための経営アドバイスセミナーと相談会を開
催しました。内容は工賃アップを実現するためのデザインを通した
解決策を実例を上げながら解説しました。障害者の暮らしを支える
ためには、工賃アップに取り組む施設が理想ですが、商品開発して
も売上げが伸びずこまっている施設が多くあります。そのような施
設に対して、商品価値アップするための 3 つの秘策（1. 商品価値を
向上で単価アップ。2. 商品魅力の向上アップで魅力アップ。3. 購買
力の向上で顧客度アップ。）をメインにセミナーを開きました。

参加施設：3 施設（5 名）
講師：山岡和彦、和泉賢二、竹田良雄
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福祉プロジェクトレポート 菊地　俊孝

福祉プロジェクトレポート 竹田　良雄

　さいたま市授産施設支援アドバイス「街のステーション」

　さいたま市授産施設支援アドバイス「ほっとラウンジ」

　平成 26 年度さいたま市授産施設支援ア
ドバイスで社会福祉法人いーはとーぶ「街
のステーション」に伺い、スタッフの方に
Illustrator、Photoshop の研修及び施設授
産事業に関するアドバイスを行いました。
　街のステーションでは様々な活動を行っ
ており、清掃活動から梱包作業、各種印刷
なども行っています。今回は主に T シャツや
エコバックなどへの印刷、ステッカー製作な
どで 必 要になる Illustrator、Photoshop
の 使 用 方 法 の 研 修 で す。Illustrator や
Photoshop は便利なデザインソフトですが、
複雑な操作が可能な分、操作も少々勉強が
必要です。今回の研修期間では基礎的なこ
と、業務に必要な部分を重点的に行いました。
担当者である宇佐見氏も徐々に操作に慣れ、
研修後半では必要な操作は概ねできるように
なりました。また、その他のアドバイスとして
印刷代等の価格設定やその周知方法なども
アドバスさせていただきました。
SADECO 担当：竹田良雄、和泉賢二、菊地
俊孝

　さいたま市から要請を受けてSADECOメ
ンバーが「ほっとラウンジ」を訪問し 2014
年 11月18 日〜 2015 年 2 月 27 日まで計
5 回のデザイン支援を行ないました。
　支援内容は 2015 年 4 月に新施設オープ
ンに向けて、店舗に関する全体的なアドバ
イス（トータル的なブランドイメージを確立、
店舗内外のカラーリング、インテリア製品 /
椅子＆テーブル）を行ないました。中村氏に
よって店舗のカラーリング案を 3D で表現し
て、全体イメージをみていただき、星野氏が
テーブル、椅子を原寸図面で書き起こしまし
た。特に椅子は原寸サンプルとしてつくりま
した。
　今後施設イメージを確立する為の職員の
意識向上が高まり、近隣の為の憩いの場所
として提供をする事で新たな活動が期待さ
れます。
SADECO 担当：星野勇、竹田良雄、中村
真之介

打ち合せ風景 打ち合せ風景

椅子原寸サンプル

Illustrator の活用

施設でのプリント風景

施設でのプリント風景

Illustrator 研修の様子

価格設定等のアドバイス

打ち合せ風景

椅子原寸サンプル
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和泉　賢二

　第 1 回 10 月３日 ( 金 )・第 2 回 12 月13
日（土）9 時 30 分〜12 時まで、彩の国す
こやかプラザ会議室で「コンパクトデジタル
カメラによる撮影テクニック講座」を竹田氏
が行いました。
　1 回目の受講者は10 名、2 回目受講者は
5 名。カメラの基礎知識、カメラ操作方法
を、講義を聞きながら各自持参のカメラを
操作し学びました。続いて、いつもと違う「角
度」「構図」「距離」「光」で撮る、「シーン」
を撮るの５つのテクニックで写真が上手くな
ることを、豊富な実例写真で分かりやすく解
説。また講師撮影のベストショットをテーマ
毎に、撮影エピソードを交えて丁寧に紹介
し、受講者は、デジタルカメラの能力を改め
て知ることとなりました。
　最後にミニスタジオセットを、学んだテク
ニックで撮影して終了しました。
参加者：15 名
SADECO 担当：竹田良雄

　ゆとり教室「コンパクトデジタルカメラ講座」　
ゆとり教室

SS・福祉デザイン委員会レポート 赤井　克重

　サデコショップ運営状況・販売企画
　一つの曲がり角
 サデコショップは、まだショップがソニック
シティの 31 階にあった頃から福祉産品、授
産品のパイロットショップとして開設当時全
くなかったジャンルのショップとしてオープン
しました。当時としては画期的ではありまし
たが、食品関係の授産品が立地の関係上売
る事が出来ないなどの制約がありました。し
かしここサイテックに移転してからは、食品
の販売も可能となりそれが主流となりまし
た。授産品のクッキーやジャムなどがそうで
す。世の中の変遷は速く、修行して何年とい
うことも死語になりつつあります。そういっ
た意味で授産品、特に食品も一つの曲がり
角に来ているのかな ?と思う時があります。
全国の授産施設では、例えばクッキー等は
あちこちでつくられています。完成されたプ
ロセスも、そしてある程度の味の評価もでき
る授産品となることも要因だと思います。さ
おり織りもそうでした。ではこれから？の問
いには、オンリーワン！だと思います。だれ
でも、とこでも簡単につくれるものは、やが

て廃れていきます。10 年前の市場とはもう
格段の違いがあります。それは速さです。で
もいつの時代にも不変のものもあります。そ
れは努力であると思います。〜だからという
理屈は何時でもつけられます。でも時として
それは言い訳に繋がります。『こんなものは
どこにも無い！』これが次の世界を開くキー
ワードだと思います。もちろんこの記事を書
いている自分も例外ではありません。勉強し
なければなりません。どうか皆さん、気が
ついたアイデアがありましたら、御遠慮なく
SS まで意見をお届け頂ければ、これ以上の
喜びはありません。宜しくお願い申し上げま
す。

受講風景

カメラの使い方

受講風景

カメラの使い方実際に撮影



SADECO JOURNAL 39      11

お問合せ　SADECO 事務局　E-mail : info@sadeco1.com 

■ SADECO HP リニューアル作業について
 ホームページでは、2014 年 4 月〜 2015 年 3 月までの間の最新活
動情報をはじめ、活動予告、会員状況、会議報告など多くの情報をアッ
プ。サデコの新しい活動情報を追加しました。

情報・文化・交流デザイン委員会レポート

地区会情報

　SADECO ジャーナル 38 号の制作と発行・HP のリニューアル作業

　SADECO 親睦会 in 星亀椅子工房

福井　政弘

田積　正敏

　毎年 5 月の恒例行事として定着しました「サ
デコ親睦会」も年々活気づいてきました。今
年も爽やかな気候の中、参加者もメンバーの
ご家族や友人と老若男女の参加で総勢 30
名の賑わいとなりました。今回は映像関係の
川上氏の計らいで過去のサデコ親睦会スライ
ドショーや（公社）かながわデザイン機構と
の交流会動画映写、そしてメンバーである竹
田怜平君製作の Hina Doll（岩槻人形）映写

会が催され、楽しみの手料理と美味しいお酒
で非常に充実した時間を過ごしていただけた
かと思います。多角的な視点で良い刺激を受
けたり、和やかに交流し合うことのできるこ
の会がこれからも皆様の楽しみの一つとなれ
ば幸いです。星野監査役の映画『草原の椅子』
も共に鑑賞できる機会を設けられたら良いな
と思いました。ご参加の皆々様、ご協力いた
だいた方々へ感謝いたします。

■ SADECO ジャーナル 38 号の制作作業と発行
 本誌ジャーナルの制作は、前年度の 3 月に集稿し、4 月〜５月初に
かけてデザイン制作と印刷作業。菊地副委員長に膨大なデザイン作
業をこなして頂き、平成 26 年 5 月の総会資料送付に間に合いました。

SADECO DO 定例会の様子

星亀椅子工房内での懇親会の様子集合写真
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公益社団法人埼玉デザイン協議会
〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18 埼玉県産業技術総合センター 706-B 号室
TEL. 048-261-2430　FAX. 048-261-2438　
E-mail info@sadeco1.com 

　賛助会員

　「サデコ」は今年で２９年になります。来年は節目の３０年になります
ので、これからの３０年(？)を考えるための、いままでの３０年は、何だっ
たのかを検証すべく，振り返って総括(まとめ)をしたいと思います。単な
る懐古趣味でなく、次の３０年のステップの糧にできればと思います。
また楽しいイベントなどを企画し、３０年を祝い，盛り上げたいと思いま
す。創立時からの会員はそれなりに歳を重ねてきていますが、「サデコ」
より若い会員も大勢いらっしゃいます。年齢を超え、世代ギャップを超
え、価値観の違いを超えた「サデコ創立３０年を祝す企画準備委員会
(仮称)」をたちあげます。いろいろなアイデアを考えて下さい。参加者を
募りますので、「いいよ」という方はぜひ事務局にご連絡下さい。よろし
くお願いします。　　　　　　　　　　　　　　事務局長　和泉賢二

　ジャーナルNo.39の原稿作成にご協力いただきました理事および、担
当者の皆様に感謝申しあげるとともに、編集デザインの作業と印刷進行
にご苦労されました菊地理事に感謝申し上げます。
　2014年度も多くの福祉活動がありました。「デザイン力」を信じて、積
極的に活動に参加された多くの方々にも改めて感謝する次第です。
◆最後に編集にあたり誤字脱字等がありましたらご容赦を願います。　

　　　　　情報・文化・交流デザイン委員会・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

　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 048-5　82-3911

http://www.rds-design.jp

ほんま　ゆり
さいたま市南区　職種・一級建築士＆ライフオーガナイザー　

たぐち　えみ
上尾市　職種・日本大学生産工学部学生　

いけだ　りょうすけ
入間市　勤務先・バンブーデザイン　職種・デザイン　

かわぐち　みつお
所沢市　勤務先・(元)日立製作所　職種・デザイン　

みとも　くにあき
さいたま市見沼区　勤務先・東京器工(株)　
職種・住宅設備修理施工販売

なかやま　ゆうすけ
深谷市　勤務先・（株）YAOデザインインターナショナル 職種・デザイン

ひめの　ゆうき
千葉県松戸市　勤務先・ひめの企画代表　職種・中小企業診断士

平成26年新会員

本間　ゆり

田口　絵美

池田　亮介

川口　光男

三友　邦昭

平成27年新会員

中山　祐介

姫野　裕基


