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　賛助会員

「サデコ」の理念は、変わらないのですが、「サデコ」は日々変

化しています。フレッシュな新会員の活躍も「サデコ」を元気に

しています。各委員会は忙しく元気に活動しています。「親子で

つくる楽器教室」は毎年新しい受講生が参加しています。「サデ

コショップ」のお客様は増えてきています。施設へのデザイン支

援は毎回内容は違います。「地域活性化デザイン委員会」は新し

いアップサイクルプロジェクトを立ち上げました。ホームページ

は新しい情報を発信しています。楽しく、自由に学べる「ゆとり

教室」も始まりました。「年々歳々花相似たり、歳々年々人同じ

からず、サデコ」の思いを日々感じています。事務局は皆さんの

活動がスムーズにできるよう、縁の下でがんばりますので、皆さ

んのご協力をお願いします。　                          事務局長　和泉賢二

　突然クルマの話ですが、BMWi8.i3のデビューショーで実物を見た

時、そのデザインパワーの威力に圧倒されました。美のパワー、新鮮

なフォルム、今までのクルマ概念を打ち破る強烈なパワーで、まさに

「デザイン力」そのものでした。商品と内容の良さを思いきり表現す

るパッケージデザインも同じです。公益社団法人２年目のサデコの

「デザイン力」は健在で、印象深い活動が目白押しでした。

◆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25年度新会員

平山　裕嗣

平成26年度新会員

石井　淳

大塚　恵利子　

退会

田畑　和則　
堀越　秀樹
　　  

ひらやま　ひろつぐ
戸田市　勤務先・ヤヨイ広告企画(株)代表取締役　
職種・マーケッター、経営

いしい　あつし
さいたま市南区　勤務先・川越建築安全センター(埼玉県庁)　
職種・建築

おおつか　えりこ
さいたま市北区　
職種・企画デザイン、パタンナー

　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

たばた　かずのり

ほりこし　ひでき

デザインと企画力で自分　“ 彩 ” 発見
あなたも SADECO に入会しませんか？

全国でもユニークな組織の SADECO( サデコ )

では、発足時から常に外に向かって門戸が開

かれています。地域に何らかの形で貢献した

いとお考えの方は正会員として、企業はメセ

ナを実現しようとする賛助会員として入会し

ませんか。

埼玉という地域をよくするため、更なる仲間

をお迎えしたいと会員一同願っています。

■正会員【年会費】18,000 円

■賛助会員【年会費】一口 10,000 円以上

入会のお申し込みは、メールまたは FAX でお

願いします。追って、定款、ご提出いただく

書類をお送りします。

JOURNAL

◉ 2013 年 6 月総会・2014 年 2 月総会
◉デザイン相談会
◉寄居町エキナセア特産品開発「エキナセア♥スコーン」プロジェクト支援
◉第 10 回埼玉北部地域技術交流会
◉ものづくり開発セミナー『デザイン表現スキルアップ研修』
◉第 26 回親子でつくる楽器教室
◉平成 25 年度障害者就労施設支援事業
　社会福祉法人皆の郷川越いもの子作業所／社会福祉法人あげお福祉会グリーンドア
　特定非営利活動法人こすもすこすもす作業所／公益社団法人やどかりの里すてあーず
　社会福祉法人いずみのの家
◉さいたま市授産施設活動活性化セミナー
　「つたわるＰＯＰづくりセミナー・実践編」( 第 1 回／第 2 回 )

◉さいたま市授産施設支援アドバイス
　春里どんぐりの家／ ノイエ
◉さいたま市授産支援アドバイザー養成研修兼報告交流会
◉サデコショップ運営状況・販売企画
◉トピックス　SADECO がデザインしたロゴが活躍！
◉サデコスクール ゆとり教室
◉地区会情報　
　SADECO 親睦会（星亀椅子工房）／羽生市小島染織工業 ( 株 ) 藍染め市＆工場見学会　　

　SADECO & ONEDAY24 交流会

◉情報・文化・交流デザイン委員会レポート
◉新会員の紹介／事務局から／あとがき
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〜埼玉県立寄居城北高等学校と「はぐくみ園」とのコラボレー
ションから〜
　寄居町では、欧米で人気の世界三大免疫植物（ハーブ）の一つ
である「エキナセア」を、無農薬の国産「エキナセア」として生
産し、寄居町の特産品づくりに取り組んでいます。
そして、寄居町商工会エキナセア特産品開発実行委員会でも、昨
年度より地元高校である埼玉県立寄居城北高等学校と連携し、寄
居町特産ハーブ「エキナセア」を活用した新商品開発を展開して
います。昨年は、高校生が企画し、地元の（株）荻野商店が商品
化した「エキナセア♥マドレーヌ」が累計2万個の販売実績を達
成したとのことです。 
今年度は、高校生が企画した「エキナセア♥スコーン」を社会福
祉法人はぐくむ会「はぐくみ園」が利用者の授産活動として商品
化し、利用者一人ひとりが生き生きと仕事ができる環境づくりに
繋げていこうとしています。寄居城北高校家庭科部の生徒さんが
♥スコーンの基になるレシピを考え、それを「はぐくみ園」の人
たちが生産、商品化します。今回はパッケージのラベルデザイン
も寄居城北高校の生徒さんたちが制作したものの中から採用する
ことになりました。公益社
団法人埼玉デザイン協議会
では、「エキナセア♥ス
コーン」パッケージデザイ
ン案の選考や監修に協力さ
せて頂きました。
寄居城北高校の生徒さん
たちと「はぐくみ園」の

■2013年6月総会 　6月22日(土)開催

「2012 年度事業報告・収支決算報告・監査報告・役員 ( 理事 ) 選任・
社員異動状況報告」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 : 福井政弘 司会 : 和泉賢二 　　　　　　　　　　　　　　　
　議事録作成人 : 長野繁敏　竹田良雄 　　　　　　　　　　　　　
　議事録署名人 : 千田正勝 　竹田怜平 　
●第 1 号議案 :2012 年度事業報告 　　　　　　　　　　　　　　
業務執行理事竹田良雄氏に説明が求められ、議場に承認を求めた結
果、全会一致て承認された。 　　　　　　　　　　　　　　　
●第 2 号議案 :2012 年度収支決算報告・監査報告 　　　　　　　
　当期 ( 決算 ) 収入合計 /¥7,580,474　　　　　　　　　　　　　　
　当期 ( 決算 ) 支出合計 /¥7,865,056 　　　　　　　　　　　　　
いずれも理事長野繁敏氏に説明が求められ、議場に承認を求めた結
果、全会一致て承認された。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、全会一致て承認された。
●第 3 号議案 :2013/2014 年度役員 ( 理事 ) 選任 
理事 ( 事務局長 ) 和泉賢二氏に説明が求められ、赤井克重を 2013・
2014 年度の理事に選任されたい旨を説明。議場に承認を求めた結
果、全会一致で承認された。赤井克重に理事承諾を問うた結果、赤
井克重は快諾した。同様の手続きで以下、和泉賢二、江口勲、菊地
俊孝、葛谷裕美、権田功、竹田良雄、田端克雄、千田正勝、長野繁
敏、林哲也、福井政弘、山岡和彦を 2013/2014 年度の理事に選任
されたい旨を説明。議場に承認を求めた結果、全会一致で承認され
た。各人は快諾した。ただし、江口勲、権田功は事情により当該総
会を欠席のため、後ほど文書により諾否を得ることを決議した。　
●第 4 号議案：2012 年度社員異動状況報告　　　　　　　　　　
理事 ( 事務局長 ) 和泉賢二に報告が求められた。　　　　　　　　
2013 年 3 月 31 日現在正社員数 /65 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。その後、新会員を紹介、
入会のきっかけや抱負を語っていただいた。総会終了後、「講演会
＋懇親会」が行われ、さいたま市障害者総合支援センターの永島淳
所長から、「最近、デザインの力で授産施設の製品力がアップして

いるのを感じている」とのご挨拶を頂きました。続いて、山岡理事
が、『世界デザイン事情（ラテンアメリカ編）･ 日本から一番遠い
国、世界が注目する「アルゼンチンの “ 力 ”」』ということで、現地
取材のホットな映像とともに最新情報を伝えました。遠いアルゼン
チンが身近に感じられた時間でした。次に、千田理事が 2012 年の
第 25 回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」をＤＶＤで報告し、
2013 年（８月 24･25 日開催）の案内をしました。また学芸大学の
青山司教授が実体験をとおしての、デザイン教育と実践についてお
話されました。総合支援センターの村井理衣主任、学芸大学４年生
の加藤八千穂さんもご参加いただき、サデコショップに出展してい
る授産製品のクッキーをいただきながら（大変おいしいとの評判で
した。）懇親会は５時まで、和やかに進行しました。

人たちとのコラボレーションから生まれた「エキナセア♥スコー
ン」。免疫力を高めるという寄居町の健康ハーブ「エキナセア」
入りで、高校生等が自ら美味しいという自信のレシピに、「はぐ
くみ園」のこだわりと工夫が加わり、生まれました。エキナセア
入りの風味あふれる生地
に、チョコレートチップ
を練り込み、表面にチョ
コレートとアーモンドス
ライスでトッピング。エ
キナセアの風味の生地に
チョコチップの味と食感
が ア ク セ ン ト に 、 更 に
アーモンドの香ばしさが
美味しさを引き立ててい
ます。そして、高校生が
デザインした温かいラベ
ルをまとった「エキナセ
ア♥スコーン」、ぜひ皆
さんにも食べて頂きたい
と思います。

SADECO担当：江口勲、
権田功、田端克雄、田積正敏

お問い合わせ：はぐくみ園
TEL.048-581-8050

■2014年2月総会　2月22日(土)開催

「2013 年度事業計画案 / 収支予算案」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 : 葛谷裕美 　司会 : 菊地俊孝　
　議事録作成人 : 竹田良雄 　江口　勲 　
　議事録署名人 : 金田允昭 　岩井正子 　　
●第 1 号議案 :2014 年度事業計画案 　　　　　　　　　　　　　
　理事 ( 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、全会一致て承認された。 
●第 2 号議案 :2014 年度収支予算案 　　　　　　　　　　　　　
　当期 ( 予算 ) 収入合計 /¥9,266,720
　当期 ( 予算 ) 支出合計 /¥9,175,923
　前期繰越金から /¥1,697,509 　　　
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。　
●第 3 号議案 : 会費未納による会員資格の喪失と除名　　　　　
　理事 ( 事務局長 ) 和泉賢二氏に説明が求められ、社員堀越秀樹
氏と社員田畑和明氏の過去 2 年以上の会費未納につき、定款第
11 条 ( 会員資格の喪失 ) の既定により、二名が会員の資格を喪失
し、同時に会員の除名対象になる旨を説明、議場に承認を求めた
結果、全会一致で承認された。

　2013 年６月総会・2014 年２月総会

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

地域活性化デザイン委員会レポート

　第 10 回埼玉北部地域技術交流会

　寄居町エキナセア特産品開発「エキナセア♥スコーン」プロジェクト支援

　デザイン相談会

江口　勲

権田　功 

江口 勲

　第 10 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 25 年１０
月 29 日 ( 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
今回で５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
の広報活動や、産学連携活動が行える場の提

　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までのデ
ザイン支援を実施します。
　今回は主催の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、富士通株式
会社、企業情報サイトイノベーションアイが
連携する「特許ライセンスを活用した企業支
援事業 in さいたま」に対して支援をしました。
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

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。
　今年は富士重工業株式会社　スバル技術研
究所 スバル技術本部 技術開発部 担当部長 樋
渡穣氏による「安全と環境　そして新技術の
創出〜アイサイト〜」と題した講演会とアイ
サイト搭乗車の試乗会も催されました。

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：89 団体
SADECO 担当：江口勲、権田功

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
では今回初めてさいたま市で行われました。
　富士通株式会社が公開した複数の特許を基
に行われた「埼玉大学学生による公開特許を
活用した商品企画発表会」に出席（平成 25 年
12 月４日　新都心ビジネス交流プラザ）。ま
た一般から募集したアイデアについて協議す
る評価委員会に出席しデザイン面からの意見、
アドバイスをしました。（平成 26 年１月 29
日　さいたま市産業創造財団）

その結果「光触媒チタンアパタイト」という
環境浄化技術を使った子ども用品に絞り込み、
具体的な製品デザインアイデアを提案。さい
たま市のメーカーを選定し、埼玉県産業技術
総合センター、さいたま市産業創造財団、富
士通株式会社の各担当者と供にサデコ担当者
２名で訪問、提案して参りました。
　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：長野繁敏、竹田良雄、江口勲

会場の様子 会場の様子

アイサイト搭載車の試乗会

寄居城北高校コンピュータデザイン授業

寄居城北高校コンピュータデザイン授業

新商品開発試作会 

寄居城北高校ラベル案
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地域活性化デザイン委員会レポート

　平成 25 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、

2013 年 7 月 7 日から 2014 年 1 月 31 日まで川

越いものこ作業所にメンバー３人でデザイン支

援を行った。

　当作業所では木製品に取り組んでおり、昨年

新たにレーザー加工機を導入した。そこで今回

はレーザー加工機を活用する木製品のデザイン

とし、且つ、ノベルティーグッズとして販売を

目指すアイテムや癒しグッズ、川越観光土産に

なるアイテムなどのテーマを頂いた。レーザー

加工機ならではの細かいカットを使ったデザイ

ンを取り入れ、ノベルティーグッズとして地元

産木材を生かし、川越観光土産にもなる時計と

文具箱。川越観光の七福神巡りをテーマにした

小箱兼行灯とした。

　２回の試作ではコンピューターによるデータ

とレーザー加工機の数ミリの微調整を繰り返し

完成に到った。パッケージ、チラシ POP など

販促デザインまで提案、指導した。

施設側担当者：大畠宗宏、山崎茂雄、小林幸路
SADECO 担当：江口勲、中村真之介、菊地俊孝

　ものづくり開発セミナー『デザイン表現スキルアップ研修』

千田　正勝

田端　克雄

江口　勲 江口　勲

青少年育成デザイン委員会

SS・福祉デザイン委員会レポート

　第 26 回親子でつくる楽器教室

SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成25 年度障害者就労施設支援事業「社会福祉法人皆の郷川越いもの子作業所」

　平成25 年度障害者就労施設支援事業「社会福祉法人あげお福祉会グリーンドア」

　2013 年 8 月 24 日（土）・26 日（日）小川
町の埼玉伝統工芸会館にて、第 26 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 26 回を迎え、
今年は 16 組の親子（子ども 18 名、保護者
16 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、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
日目は、楽器づくりの前に、プロの演奏家達

　昨年に引き続き、ものづくり開発セミナー

を SAITEC（埼玉県産業技術総合センター）と
の共催で「デザイン表現スキルアップ研修」
を開催しました。
こ の 講 座 で は 2 日 間 を 通 し て Illustrator と
Photoshop による印刷媒体のデザインを作成
する上での基礎とノウハウを学べます。
開催日時：平成 26 年２月 17 日・18 日　10：
00 〜 17：00
開催場所：SAITEC
講師：女子美術大学 グラフィックデザイナー
　　　（SADECO 会員）　佐藤真澄　氏
参加人数：６名
全 員 が Illustrator と Photoshop の 初 心 者 で
したが、A ４サイズのチラシ作成をトンボの
作成から画像の補正、レイヤー機能やカラー

モードなどポイントを抑えた指導により、
文字データや地図の作成、画像の配置まで一
通りのデザイン、編集を体験、習得して頂け
ました。アンケートでは自社内でのチラシ制
作に役立てたい、今回の続編、応用編があれ
ば受講したいとの声もありました。

　

共催：埼玉県産業技術総合センター
SADECO 担当：江口勲、権田功

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、創作ギターなどがあ
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。
　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：子供 18 名、保護者 16 名
場所：埼玉伝統工芸会館（埼玉県小川町）

　平成 25 年度障害者就労施設支援事業（技

術者指導支援制度）として SADECO が委託を

受け、平成 25 年 7 月から平成 26 年 1 月末ま

で、社会福祉法人あげお福祉会「グリーンド

ア」に対してデザイン支援を行いました。

　グリーンドアでは、平成 25 年度 4 月より

菌床きのこのハウス栽培を開始し、上尾で育

てた安全な「しいたけ」「きくらげ」を販売

しています。今回の支援では、きのこの拡販

を目的としたパッケージと販促ツールのデザ

インを行いました。パッケージデザインでは、

「しいたけ」と「きくらげ」のキャラクター（イ

ラスト）を使用することを提案させていただ

きました。また、しいたけ・きくらげの販売は、

「生」と「乾燥」で展開できるよう、埼玉県

産であることをアピールしながら、バリエー

ションを工夫しました。

　販売促進ツールとしては、施設のことや他

の活動も紹介した総合的なパンフレットと、

直販時につかえる POP 類とチラシのデザイ

ン提案を行いました。

施設側：竹村絵里、飯田真央、大須賀良子
SADECO 担当 : 田積正敏、菊地俊孝、田端克雄

レーザー加工

いものこクロック（撮影：クラスター） いものこ五通文具箱（撮影：クラスター）

七福神小箱兼行灯（撮影：クラスター）

パッケージ のぼり旗パッケージ検討ラベル案検討

チラシデザイン案 打合わせ風景 ラベルデザインパンフレットデザイン

研修風景研修風景

打合せ風景
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お問い合せ　SADECO 事務局　email:info@sadeco1.com  fax:048-261-2438

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　賢二江口　勲

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25 年度障害者就労施設支援事業「特定非営利活動法人こすもすこすもす作業所」

　平成25 年度障害者就労施設支援事業「公益社団法人やどかりの里すてあーず」 　さいたま市授産施設活動活性化セミナー「つたわる POP づくりセミナー実践編」

　平成25 年度障害者就労施設支援事業「社会福祉法人いずみのの家」
平成 25 年度障害者就労施設支援事業（技術

指導員支援制度）に SADECO が委託を受け

2013 年 7 月 5 日〜 2014 年 1 月 22 日まで計

10 回、社会福祉法人いずみのの家に対して

デザイン支援を行いました。

いずみのの家は主に自然にやさしいエコ石け

んを製造販売している施設です。今回の指導

は、ドラックストアー取扱の為のパッケージ

変更依頼（エコプリンせっけん容器変更なら

び、デザインイメージ変更）があり約 7 ヶ月

下記事項の商品開発指導を行いました。

「いずみのの家シンボルマーク開発 / 家を擬

人化した親しみがわくシンボルマーク、パッ

ケージブランドネーミング開発（ECO:S　エ

コス / 再利用を意識したブランド名）、ポン

プ式ジェル石けん容器 / 安価な既製品提案

（画像 2）、カップ容器のジェル石けん / 上か

らの重圧で破損しない容器を選定、２個入り

固形石けんの紙容器と PP 袋 / 下組箱を提案、

エコシリーズのチラシ（手に優しい、自然に

　平成25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、2013年９月６日から 2014年01月31日ま

で「すてあーず」にメンバー３人でデザイン

支援を行った。当作業所では主に皮革製品に

取り組んでおり、これまでもオリジナル製品

を制作している。皮革製品の制作現場を見学

させて頂いた中で、これまでも使用してきた

刻印を組合せて、今回は和の紋様（梅鉢、青

海波、うろこ、とんぼ等）をモチーフとした

デザインで新製品開発をご提案した。誰もが

一度は目にしたことのある伝統的な紋様をを

　平成 25 年度障害者就労施設支援事業（技

術者指導支援制度）として SADECO が委託

を受け、平成 25 年 7 月から平成 26 年 1 月

末まで、特定非営利活動法人こすもす「こす

もす作業所」に対してデザイン支援を行いま

した。

　こすもす作業所では、地域で共同開発され

ていたキシリトールが配合されたかりんとう

「かムりんとう」や「ざる豆富」のリニュア

ルデザイン、麦茶のラベルデザイン、新商品

のそば焼酎「秋桜（こすもす）」のパッケージ・

販促物のデザインを制作。

　「かムりんとう」のパッケージでは、通販

や直販など販路ごとにラベルを変える展開を

試みました。地域で一般的に使用する文字だ

　第 1 回「つたわるＰＯＰづくり・実践編１」

　8 月 1 日 ( 木 ) 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｣ を行いま

した。参加者は、７施設、9 名。SADECO からは竹田、江口、守屋、

和泉が講師で参加しました。今回は参加者が「POP デザイン」を

考え、実際に効果的に ｢伝えるためのデザイン｣ を、制作すると

いうことで、はじめに、５W1H ( いつ、どこで、誰が、何を、どうやっ

て ) の基本を POP の実例をとおしての講義 ( 江口 )、その後、参加

者は各施設の POP の 5W1H を抽出、色鉛筆等による絵コンテを作

成しました（アドバイス：竹田、江口、守屋、和泉）。第１回は絵

コンテを持ち帰り、次回までに、手描きや PC で作成してくること

としました。

やさしい ECO:S をアピール）、ポンプ式ジェ

ル石けんのタグ」

最終日は今回の支援とは別にホームページデ

ザインに関するアドバイスも行いました。施

設職員の方々は指導内容にそって積極的に取

り組んでいただいたおかげで指導期間内に支

援を終えることができました。

施設側：栗原洋所長、岡村千穂係長、加部千晶、
　　　　佐藤智紀
SADECO 担当：竹田良雄、金田充昭、岩井正子、
　　　　和泉賢二、吉田美智代

刻印で再現することは、技術的に困難な紋様

もあったが、利用者の数度による試作で品質

は向上した。皮革製品としてスタンダードな

アイテムであるブックカバーや栞、ガムケー

ス、女性向けとしてアクセサリーなどに取り

組んだ。併せてブランディングとして従来品

は『宙の花』、新シリーズの紋様製品は『和

の詩』とし、ロゴマークとパッケージデザイ

ンも合わせてご提案した。

施設側担当者：宗野文　
SADECO担当：江口勲、和泉賢二、竹田良雄

けのもの、動物園やお土産としての販路開拓

用に動物イラストを使用したもの、それと通

販・ドラッグストア向けに「すまいるマーク」

を使用したインパクトのあるもの、と 3 タイ

プをデザインしました。すまいるマークは、

色と表情のバリエーションも用意し、店頭で

の話題性やギフト展開もできるよう提案いた

しました。

　麦茶や豆富や焼酎の原材料となる大麦や大

豆やそばは、地域にある「こすもす農園」で

有機栽培されたものです。パッケージデザイ

ンでは、安心・安全とこだわりが感じられる

よう配慮しました。焼酎のラベルは、施設で

漉いた和紙に施設でシルクプリントしたもの

で、ショルダーラベルの「そば」の文字は通

所者の書です。

施設側：油井京子、
伊得麻衣子、小川裕太、
菊池寛、川上勇
SADECO 担当 : 森田充則、
田積正敏、田端克雄

   第２回「つたわるＰＯＰづくり・実践編２」

　9 月 19 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第 2 回のセミナーを行いました。参加者

は、6 施設、8 名。SADECO からは竹田、江口、金田、菊地、和

泉が講師で参加しました。今回は参加者が Word ソフトを実際に

操作しながら、前回作成した絵コンテ、また PC で作成したもの

を POP として完成させるということでした。はじめに「Word に

よる POP デザインの手法」の講義 ( 竹田 ) があり、レイアウト、

色、写真等、エレメントのデザイン構成によって商品イメージは

変わってくること、また効果的なレイアウトは整理整頓、まとめ

る、余白をとる、コントラストをつける等の基本ルールがあるこ

とを、説得力のある実例サンプルを使って提示しました。その後、

参加者は、絵コンテを基に、A3 サイズの POP 制作を PC（Word

ソフト）で作成しました（アドバイス：竹田、江口、金田、菊地、

和泉）。参加者の皆さんは 1 時間 30 分、試行錯誤しながらイメー

ジした POP デザインを A3 に出力、最後にパネル張りして、イー

ゼルに載せることができました。細かいところでは、改善、修正

するところもありましたが、皆さんは、実践をとおして POP デ

ザインを学ばれたことと思います。

麦茶ラベル案ざる豆腐パッケージ案

そば焼酎秋桜 そば焼酎チラシ

かムりんとうかムりんとうかムりんとう打合せ風景

ブックカバー（撮影：クラスター）

宙の花（撮影：クラスター）パッケージデザイン（撮影：クラスター）打合せ風景

シンボルマーク

エコ石けんパッケージ（After）

エコ石けんパッケージ （Before）商品リーフレット

打合せ風景
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お問い合せ　SADECO 事務局　email:info@sadeco1.com  fax:048-261-2438

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

福祉プロジェクトレポート 竹田　良雄

福祉プロジェクトレポート

　さいたま市授産支援アドバイザー養成研修兼報告交流会

竹田　良雄

　サデコショップ運営状況・販売企画

　平成 24 年度さいたま市授産施設支援アドバイス　その２「ノイエ」

　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」
　さいたま市から要請を受け SADECO メンバー

が「どんぐりの里」を訪問し 2013 年 9 月 20

日から最終日の 2013 年 12 月 12 日までの計 5

回支援を行いました。

　さいたま市のドラッグエースに納品するため

のアクリルたわしのデザイン開発（大・小各 3

種類で 3 色展開）を行いました。数多く市販さ

れているパッケージは複数セットされ安価で、

デザイン的にも主婦に魅力的なパッケージに

なっているため、大手企業とは争わず、独自の

障害者施設の手作り感の魅力を PR するための

製品開発を提案しました。

　たわしは女性が好む淡い単色系を使用、パッ

ケージラベルには使用表示を裏面にしっかり記

載して、手作り感をだすため、ろう重複障がい

者が丁寧につくっている制作者「かずえさん」

の名前をとって「カズエさんのたわし」を商品

名として使用。とてもほのぼのとした手作り感

のあるパッケージに仕上がりました。
施設側：金田施設長、渡辺氏、八木氏、後藤氏
SADECO：竹田良雄　田積正敏　和泉賢二

　3 月 15 日 ( 土 )13：00 〜 16：00、さいた

ま市障害者総合支援センター研修室・作業室

において、さいたま市主催による「授産支援

アドバイザー養成研修兼報告交流会」が開催

されました。これは「アドバイザー支援の取

り組みの実績や課題を共有するとともに、交

流を深めながら支援技術の向上を図るため」

のもので、授産施設職員 ( ７人 ) とアドバイ

ザー（22 人。SADECO からは、江口、清水

( 征 )、竹田 ( 良 )、田端、中村、守屋、山岡、

和泉の８名 ) が参加しました。

　１. 講義「障害者福祉の潮流と授産支援に

求められるもの」（13：00 〜 13：30）

総合支援センターの永島所長が講師として、

障害者福祉のおおきな流れは施設から地域

へ、福祉から就労へと変化し、それに伴う福

祉政策の見直しや雇用促進の法律改正に取り

組んでいること、また障害者優先調達推進法

の施行、就労施設への発注例について講義さ

れた。

　2．ワールド・カフェ（13：45 〜 16：00）

テーマ「よりよい授産活動への支援とは」

アドバイザーの自己紹介のあと、平成 25 年

度授産支援の報告発表がありました。

　SADECO からは、「春里どんぐりの家」( ド

ラッグストアで販売される「アクリルたわし」

の商品戦略 )、「ノイエ」（さいたま市のキャ

ラクターグッズ・「ヌウ帽子」製作の工程見

直し提案）の 2 件について報告説明をした。

（竹田）次に、７つのテーブルに別れ、また

テーマごとに席を替え、授産施設職員とアド

バイザーがテーマに沿って意見を自由に出し

合い、それぞれのテーブルから「意見交換」

の発表をした。

　・・・良い商品はできている、どこで買え

るのか？、品質がいいがアピール力が足らな

い、量産ができない、スタッフが足りない、

アンテナショップがさいたま市にあるといい

ね、等の様々な意見を共有しました。また参

加された授産施設さんからの「おもてなし」

として、コーヒー ( ちひろ珈琲 )、抹茶 ( ま

いむ )、桜フィナンシェ ( まいむ：アドバイ

ザーの支援を受けて作ったもの )、ラスク ( し

びらき )、クッキー ( ほっとラウンジ )、シフォ

ンケーキ ( フレンズ NET)、絹豆腐 ( 一豆 ) の

提供があり、皆さんでいただきました。どれ

もが丁寧な手作りで大変おいしかったです。

　サデコショップでは、県内の授産施設の商品

を、幅広く取り扱っています。さおり織りやキャ

ンドルだけでなく、味噌や塩こうじ、無添加の

いちごやりんごのジャム、それにラスクやクッ

キー等は人気商品です。是非皆様にご賞味いた

だきたいと思います。商品はいずれも市販品と

比べても、味や品質等はまったく遜色ありませ

ん。授産施設の心意気が伝わるものばかりです。

　また、スキップシティで行われる納涼祭や映

画祭の時などは外に店を出店して試食等をして

頂いて、授産品の販売拡大に努めています。授

産品の多くはクッキーなど似た商品が存在しま

すので、新しい分野での食品等の新商品を各施

設に提案し、また開発の助力や助言等を積極的

に行っていく方針です。会員の皆様もど

うかショップに是非おいで下さい。新し

い発見があると思いますよ！

　さいたま市から要請を受け SADECO メン

バーが「ノイエ」を訪問したのは 2013 年 12

月 5 日、最終日の 2014 年 1 月 29 日までの間

計 5 回支援を行いました。

　支援内容はさいたま市のＰＲキャラクター

つなが竜ヌゥのグッズ「帽子」の工程管理な

らびに品質をあげる為の技術指導を行いまし

た。1 日目：施設指導員のヒアリングを行い、

問題点を洗い出しを行う。2 日目：支援内容

の問題点と指導方法についての説明。

（1. フェルト素材の裁断の問題点。2. ミシン

縫いの問題点、3. 作業効率の問題点　4. 帽子

へ縫い付けるときの各パーツのセット作業の

問題点　5. 各パーツの型抜きの問題点等）3

日目：ブラザー工業よりカッティングマシー

ンの実演とシン縫いのレクチャー実演。4 日

目：ミシン縫いのレクチャーと実演。最終日：

施設を卒業する生徒の今後のイラストを描く

上での世界観を話しあった。

　終了後、ノイエさんのご好意で昼食会に参

加したりもしました。

　今回のアドバスを通じて職業ミシンの性能

や技術的指導を受け、作業時間のスピード

アップがはかれ、美しくし仕上げることがで

きるようになりました。

施設側：神田正子施設長、米澤匡宏、新井智子
　　　　久保恵美
SADECO 担当：大塚恵利子、竹田良雄、和泉賢二
　　　　山岡和彦

作業風景

キャップキャップのパーツAfterBefore

作業風景

カズエさんのたわし

たわし（Befor）

たわし（Befor）
ラベル

春里どんぐりの家

HHH デザイン製品選定証 納涼祭出店

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

　BS( ブリヂストンサイクル ) にて 約 1 時間

半工場見学、製造ライン見学では工場長より

自転車の特注から量産品までの工程説明。特

注品は 100 万円以上のものありアナログで丁

寧に製造。その後、試験設備室見学、厳しい

品質管理は消費者に安全第一を考えた BS の

技術力と感じました。

美味しい。午後 6 時から文楽「東蔵」にて懇

親会 文楽の建物内にあり、モダンな店内の 2

階を貸切約 2 時間半の盛大な宴会を行いまし

た。

SADECO DO レポート

　ONEDAY24、サデコメンバーとの交流会
田積　正敏

情報・文化・交流デザイン委員会レポート

情報・文化・交流デザイン委員会　+　SADECO DO レポート

　SADECO ジャーナル 37 号の制作と発行・HP のリニューアル作業

　羽生市小島染織工業 ( 株 ) 藍染め市 & 工場見学会

福井　政弘

福井　政弘

SS・福祉デザイン委員会　トピックス 菊地　俊孝

SADECOが、埼玉県の「埼玉県経営アドバイザーによる

経営指導・支援事業」を通じて支援活動を行った入間

東部むさしの作業所から嬉しいお便りが届きました。

入間東部むさしの作業所が障害者の芸術活動や就労の

取り組みにおける普段の活動等の紹介や、安倍総理と

障害者の方々が懇談を行う目的で実施される「総理と

障害者の集い」（平成25年5月23日）に出席し、活動の

報告を行ったとのことです。その中で、SADECOがデザ

インした作業所のロゴが活躍しました！

　県民へのものづくりデザイン支援事業として
「サデコスクール・ゆとり教室」が開講しました。

講師は、サデコの正会員、外部人材、ボランティ
アなどで構成。講座は、工芸、美術、パソコン
操作の分野です。受講は、1 日で終了しますが、
シリーズ化され複数日にわたるものもあります。
25 年度第 1 期は、以下の 10 講座を開講しました。
◉ペーパークラフト「桃の節句・つるし飾」―1
月 19 日から計 3 回で完結（休講）◉オリジナル
コサージュ―2 月 7 日（終了）◉木版画―3 月 1
日から計 3 回で完結（開講中）◉紙飛行機「作っ
て知る・紙飛行機」3 月 29 日（休講）◉カラー
ペンシルアート―3 月 4 日から 3 回で完結（休
講）◉かんたん金継ぎ「簡単な復元法」―3 月 9

日（終了）◉ファブリックボード―3 月 8 日（休
講）◉銅版レリーフ「旬の植物で銅版レリーフ」
3 月 13 日（休講）◉撮影テクニック「コンパク
トカメラ習得」3 月 23 日から 3 回で完結（休講）
◉暮らしデザイン講座「自分にあった整理学」
―4 月 24 日から 3 回で完結（開講中）
　26 年度第 1 期サデコスクール・ゆとり教室は、
秋から初冬に掛けて 10 講座開設の予定です。

田積　正敏

長野　繁孝

　毎年恒例となりましたサデコ親睦会は、

2013年4月28日（日）に「星野椅子工房」

をお借りして行いました。新緑のあたたか

な陽射しの中、賑やかな懇談、皆さんから

の差し入れ（手づくりのご馳走）を沢山い

ただきながらの会となりました。参加者21

名、SADECO DO、UK2、新会員を含め川

上ご夫妻、グリーンフィンガーズの矢嶋さ

ん、毎日新聞の川畑記者、多数参加してく

ださり盛り上がりはいつも以上でした。二

次会は何処へ…カラオケ!?　歌を忘れるこ

とは無くとも、帰ることを忘れるカナリヤ

たち（笑）

　この親睦会は、サデコを通して関わって

いくあらゆる人達が集い、楽しく語り、

活動への思いや一年間の意気込みなどが

一番伝わるサデコスタートの会です。

　ここに参加してくださった皆々様、ご

協力いただいた方々へ感謝いたします。

　SADECO がデザインしたロゴが活躍！

　SADECO 親睦会（星亀椅子工房）

　サデコスクール　ゆとり教室

SADECO DO レポート

収益事業促進デザイン委員会レポート

■ SADECO ジャーナル 37 号の制作作業と発行

　年一回発行のジャーナル制作は、4 月、５月

にわたります。37 号は、竹田執行理事から菊

地副委員長に替わり、膨大なデザイン作業をこ

なして頂き、平成 25 年 6 月の総会資料送付に

　7 月 7 日（日）、SADECO 総勢 15 名で埼玉県

羽生市にある明治 5 年 (1837) 創業の小島染織

工業株式会社さんに伺いました。小島染織さん

では年に２回藍染め市を開催しており、今回は

その藍染め市に参加させて頂きました。藍染め

市では T シャツやスカーフなど思い思いのもの

を藍で染める体験ができました。また、特別に

工場も見学させていただき全国でも珍しい織物

機械を見せて頂きました。藍染めの奥深さと魅

力を知る良い体験となりました。その後は羽生

名物のうどんを会食し、行田市のさきたま史跡

の博物館で国宝を見学、多くの古墳に驚き、古

間に合いました。平成26年3月は、新しいジャー

ナル 38 号の原稿収集の月です。今回も前年に

増して福祉支援活動が活発で、4 月中には編集

デザインの完成を予定し進行中です。

墳にも登りました。暑い１日でしたが、とても

充実した見学交流会になりました。

■ SADECO HP リニューアル作業について

　ホームページでは、代表理事の挨拶のリニュー

アルをはじめ、お知らせページの追加、5 月〜 ’

14/3 月間の最新情報の追加、新規サデコスクー

ル「ゆとり教室」開講の告知等の作業を行う。

　その後、酒造メーカー「文楽」にて工場見

学、埼玉県荒川水系の伏流水で、明治 27 年

に北西酒蔵として日本酒の醸造をはじめ、平

成 9 年社名「株式会社文楽」に変更。 古川

工場長の案内で普段入る事ができない仕込み

部屋や絞り立ての純米吟醸を頂きました。絞

り立ては舌にぴりっとした刺激が伝わり実に

オリジナルコサージュ

木版画教室かんたん金継ぎ

星亀工房前で 歓談の様子

小島染織工業・藍染め市

さきたま古墳

工場見学

染織体験

文楽工場見学

東蔵

酒造メーカー文楽

文楽工場見学ブリヂストンサイクル

ブリヂストンサイクル


