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ホワイトギャラリー�
８月１０日（土）から２５日（日）�
（オープニングパーティー10日18：30～）�
工房しょうぶの仕事を「順手と逆手」という言葉をテ
ーマに一つ一つの行為を丁寧にカタチにしました。�
　順手・逆手の二つの行程が組み合わされた作品
群をどうぞご覧ください。　　　　　　　福森　伸�
�
�
�
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　　�
 �
       かごしまデザインフェア実行委員会会長　
　　　　　　　　　　　　　森重　匡世�
　年度が変わり、６月に入るとデザインフエアが
スタートします。過去１１回フエアを重ねるごとに
内容を充実させ、継続することができました。こ
れも偏に会員をはじめ、行政、企業、の方々のデ
ザインに対する御理解と御協力の賜物と厚くお
礼申し上げます。�
　今年度からデザインフエアの組織が変わり、
ますます当協議会が主体となって活動すること
になりました。まず、�
１）主催者はかごしまデザイン協議会、鹿児島　
　県、（財）鹿児島県産業支援センター、（社）

　鹿児島県工業倶楽部、の代表者によって実
　行委員会を組織します。実行委員会は規約
　の制定、事業計画、予算、決算などの決定を
　おこないます。�
２）実行委員会の下部組織として、具体的デザ
　インフエアに関する業務を遂行する運営委員
　会を設置しました。�
３）運営委員会の組織として、運営部門、コンペ
　部門、総合展示部門、広報部門、総合デザイ
　ン部門（企業、デザイナー）を立ち上げ、総勢
　３２名の委員を委嘱しました。部門の責任者
　も毎回変わっていきます。できるだけ多くの会
　員の参加を望んでいます。�
４）県の予算執行方法がこれまでの工業倶楽
　部に対する委託方式から、実行委員会に対
　する負担金方式に変わりました。�

５）事務局も工業倶楽部から、かごしまデザイン
　協議会の中にデザインフエア事務局を設置
　しました。しかし、デザインフエアの事業内容
　は大きく変わりません。従来までの良い面を
　踏襲して新たな提案をしていきます。�
６）総合デザイン展では県内企業やデザイナー
　の商品や作品を提案展示します。�
７）デザインコンペは県内企業から募集テーマに
　基づき、県内外のデザイナーに応募してもら
　います。ＫＩＳＣ表紙コンペは県内外の若手デ
　ザイナーから幅広く募集します。�
8）開催期間は平成１５年３月４日（火）から３月９
　日（日）の６日間です。従来は５日間でした。�
�
　以上、簡単に変更になった部分について説
明しましたが、いずれにしましてもデザインフエア
の主旨は本県におけるデザインマインドの高揚
と企業のデザイン開発力の強化を図ることとな
っています。、多くの県民の方にデザインに対す
る認識と理解を高めていくために、楽しく、参加
型の内容の充実したデザインフエアを創ってい
きたいと思っています。継続は力なり、皆様の知
力、人力を是非フエアに活かして下さい。�

■日時：８月４日（日）小雨決行�
■集合：７：３０�
■開始：８：００�
■終了：１０：００（予定）�
■集合場所：天保山健康ランド駐車場�
　（下荒田１－３８－８）�
■参加資格：自艇をお持ちか、乗せてもら
　う艇が確保できた方。�
■申込み先：川崎塗料店　川崎まで�
■電話：090-3015-9484　�
　FAX：099-266-3969�
■メール：paintboy@po.synapse.ne.jp�
�
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昨年の橋の日。右から西紀世美さん、インテリアコー
ディネーター岩切さんの旦那さん、川崎さん。�
ちなみに川崎さんの艇の先に付いているのが、ゴミと
して川で拾った「ゴマちゃん」で川崎さんの相棒。�
�
�

　新企画登場です。写真の人物を2名とも正解す
ると、ダイニングバー「蒼氓」のチケット2000円分が
1名様に当たります。応募方法は、協議会のホーム
ページ上のフォームに書き込むか、ファクスにて編
集長（インフラテック久保：fax.099‐256‐9613）宛
に送って下さい。応募締め切りはニュースリリース
発行月の15日まで。正解と当選者の発表は次号の
ニュースリリースに掲載します。もっと早く知りたい
方は、締め切り後ホームページをご覧下さい。�

問1　ヒント�
　私は二人兄弟の次男です。が
しかし両親は私に長女として生ま
れて欲しかったらしく、女の子の名
前しか考えていなかったようです。�
　そのこともあって、物心つくまで
は女の子の格好をさせていたよう
です。当時の写真です。今の私と
は見かけは正反対ですが、ときどき
内心はその気があるようで、自分で
も怖ろしいです！？！？�
さて私は誰でしょう・・・・。�
難易度★★★�

問2　ヒント�
　昭和42年頃の写真です。当時
でこの環境ですから育ったところは
かなり山奥です。ちなみに写真の
牛の他、山羊、ニワトリ、犬がおりま
した。（私は山羊の乳で育ったそう
です）�
　現在の私は年の割には老けて
見えるようですが（ちょっと薄いし）
当時はこんなに可愛かった？�
難易度★★★★�
�

1993.8.6水害から10回目の夏�

全長57ｍ、高さ9.5ｍ。甲突川にあった�
西田橋の姿を拓本で復元�

■時間：A.M.9:00～P.M.5:00�
■場所：鹿児島アリーナ（メインアリーナ）�
■入場無料�
■主催：西田橋を拓本で残す会�
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かごしまデザインフェア実行委員会�

かごしまデザインフェア2003運営委員会�

かごしまデザイン協議会�

運営委員長　:森重　匡世�
副運営委員長:（社）鹿児島県工業倶楽部 広報・デザイン開発委員会委員長�
事務局　　　:松下　清志�

会　長：森重　匡世（かごしまデザイン協議会　会長）�
副会長：中元　平吉（（社）鹿児島県工業倶楽部　事務局長） �
監　事：熊迫　紀生（鹿児島県商工観光労働部工業振興課　課長）�
事務局：松下　清志（かごしまデザイン協議会事務局）�

運営部門� コンペ部門� 総合展示部門� 広報部門�
●事務・連絡�
　調整及び推進�

　福森　伸�
　松下　清志�
　中重　朗�
　篠原　利朗�
　掘　善宣�
　谷倉　祐二�

●デザインコンペに関する�
　立案と実施�

　四元　哲司�
　久保　潮�
　恵原　要�
　副運営委員長�
　西　紀世美�
　竹之内　和美�
　森重　匡世�

●フェアに関する広報の�
　立案と実施�

　吉迫　久人�
　花田　理絵子�
　船間　雅治�
　針貝　綾�
　伊堂寺　香代�
　大嵩　文雄�

総合デザイン部門�
●企業・デザイナー・協議会�
　部門の立案と実施�

　塩津　洋一�
　小森　昌章�
　西田　建一�
　西　眞理子�
　三坂　基文�
　田中　朗�
　山口　昇�

●フェア全体の展示に関する�
　立案・レイアウト・展示�

　村岡　良寛　�
　内田　英忠�
　柳田　博文�
　松元　博子�
　益満　三知子�
　川崎　眞俊�

�

（財）かごしま産業支援センター� （社）鹿児島県工業倶楽部�

鹿児島県商工観光労働部工業振興課�

※開催・運営に関する業務�

※規約の制定・改廃、基本方針�
　事業計画、予算・決算の決定など�



�

●デザインフェアがいよいよ始動しました。日程関係他

　情報は随時掲載いたします。�

●本号より、仕事場ウォッチャーは、小川・山崎ペアの担

　当になりました。竹之内さんご苦労様でした。（仕事場

　紹介されたい方は、小川さんか編集長まで連絡を）�

●委員会特集は研修委員会でした（担当はますみつさん）�

●「ズバリ私は誰」の写真を募集しています。スナップ写

　真や記念写真、修学旅行の写真から本人を捜し出す

　のも面白いかもしれません。100字程度のヒントとなる

　コメントを添えて編集長まで送って下さい。写真は責任

　を持って返却いたします。�
　　　　　　　　　　　　　　　編集長　久保　潮　
　　　　　　　　　Email：itec-d@po.synapse.ne.jp　
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●色々なデザイン情報をお寄せ下さい。隔月20日が締め切りです。〒890-0062鹿児島市与次郎2-7-25　インフラテック（株）CF推進課　久保　TEL.099-285-5395 FAX.099-256-9613

かごしまデザイン協議会6月定例理事会議事録
●日時：平成１4年6月28日（金）１7：3０～　　�
●場所：ホテルタイセイアネックス　�
●出席：森重、山口、大嵩、松下、吉迫、三坂
　徳永、柳田、恵原、島津、小森、梅田、岩元（１
　3名）欠席：西、竹下、福森（3名）�
● 会長あいさつ�

各委員会及び研究部会活動計画

【啓発委員会】
・デザインカレッジの実施。内容を決めこまず「ご
　相談ください。」という形で呼びかける。→相
　談を受けコーディネートするという方式ではど
　うか。�
・中学校の美術教育の実態を把握。�
・ジュニア会員→リリースの送付だけでなく何
　かメリット、楽しみを。委員会への参加及び
　交流会など計画。　�

【事業委員会】�
・チャリティーオークションに変わるイベントの
　企画。「デザイナーズ椅子展・あかり展」「カ
　レンダーをつくる」の２事業を実施予定�
・大嵩副会長の出版を祝う会を有志（他委員
　会も含めて）で行う。�

【研修委員会】�
・フォーラム又は講演会を計画。�
・９月末に上海への研修旅行を計画（申請を
　すれば県の補助有り）�
・次回委員会はパノラマガーデンでのビアパ
　ーティー。８月２日（金）実行。他の委員会に
　も参加を呼びかける。�

【広報委員会】�
・ニュースリリース８月号より４回に渡り「委員
　会特集」を組むので協力を。�
・インターネット関連は休会の田川氏に代わり
　小山幸介氏が引き継ぐ。会員の利用率を高
　めよう。�

【景観デザイン研究部会】�
・「サイクルタウン上町」の特集号を作成。関
　係者に配布。�

【かごしまデザインフェア2003について】
・平成１５年３月４日～３月９日開催。負担金方
　式で実行委員会を組織し、その下部に運営
　委員会。�
・６月２８日第１回運営委員会を開き役割分担
　を決定。�
・事務局を当協議会内に置く。�

【その他】
●受託事業について�
・会長及び三役の権限を明確にしておきたい。�
・受託事業の人選については、理事会で決定
　する。�
●川辺仏壇新型デザイン開発プロジェクトに
　ついて�
・受託料９０万円、期限：平成１４年９月末。�
・８名の応募があり、５名の人選を三役で決定。�
・塩津洋一（リーダー）・山口昇・西田建一�
　　　正治・橋口直由�

■広報委員会
【色んなメンバーに刺激される編集作業】
　広報委員会では毎回のニュースリリースの
発行のためにみんなで役割分担をしています。
私は「各委員会からのコメント」と「仕事場ウォ
ッチャー」の写真が担当。今回も写真を撮らせ
てもらうために福森伸さんの仕事場へ伺いまし
たが、そこでやられているお仕事の内容の広さ
にはビックリでした。こんな多才にされているん
だと、とても刺激されて帰ってきました。また各
委員会からのコメントにはその方らしさが出てい
てそれが新鮮です。それをいつも楽しみにして
います。 　　　　　　　　　　（山崎和彦）�

■事業委員会
【8月4日の "橋の日"は、カヌーで

　　　　　　　　　川のお掃除を！】�
　真夏の定番、カヌーで甲突川・お掃除大会！
のご案内です。宮崎県延岡市で始まった「橋
の日（８月４日）運動」が、鹿児島に伝わって今
年で７年目。川崎眞俊さんがゴマちゃんと組んで、
昨年から推進協議会を作り市民運動として盛
り上げています。�
　私も昨年参加。川岸で写生大会をする子供
たちや陸班のゴミ拾い隊の声援を受け、すげ笠
かぶって奮闘しました。お尻の下を鯉につつか

れながら、パドルでゴミを拾うのは至難のワザ。
街のど真ん中を鴨と一緒に漂い、日頃と違う目
線で高いビルの狭間を流れる川を眺めていると、
都市の有り方なんぞも考えたりするんです。ふ
とそこには、タイムリーの看板、黄色いお魚（小
川景一さんのデザイン）・・・。街をデザインする
ワタシタチだからこそ、カヌーで川掃除してみま
せんか？詳しくは情報コーナーをご覧下さい。�
　　　　　　　　　　　　　（西　紀世美）�

■啓発委員会
【やっぱ描かなきゃはじまらない！】
　１０～２０代のデザイナーの卵（や、それ以前？）
と出合う機会が最近増えてきました。悩みすぎ
たりアイディアばかりが突っ走って、結局手が
動いてない。“いいから、描かんかい！”とどつく
んですが（笑）。そんなある日、２３歳の青年が
沢山のイラストを抱えてやって来ました。毎日悩
んでばかりです、と、ほんわかと笑う彼のイラスト
は力強く、文句無しにカッコよかった。やっぱ描
かなきゃはじまらない！を実感した夏の日でした。
　　　　　　　　　　　　（花田　理絵子） �

■研修委員会
【毛ガニも素麺も好きだけどね…。】
　今迄で一番嬉しかったプレゼントって何？っ

て聞かれると思い出す人がいるでしょう。欲しい
物よりも思いがけない事の方が記憶に残るのね。
贈り上手な人はそこら辺のセンスがニクイ。昔
程はないけど世は中元商戦中。判子を押しなが
ら思うのね。もっとsurpriseを！�
　旅行、講演会、パーティー企画と研修部は
presenter。足長おじさんやサンタクロースをも
超える自分にも嬉しい贈り物をお届けしますネ。
　　　　　　　　　　　（ますみつ　三知子）�

■景観デザイン研究部会
【新たな「らしさ」を。】
　５月末の都市環境デザイン会議の交流研究会、
７月初頭の川辺仏壇デザイン開発ヒアリング（川
辺仏壇協同組合にて）と、「らしさ」について考
える機会が重なりました。�
　感じたのは、歴史的資産に「らしさ」のタイプ
を求める限界です。戦後失った地方文化の空
白を、そろそろ取り戻す動きを始めなければと痛
感しました。当時の積み重ねが歴史であるように、
今日のデザインの積み重ねから、新たな「らしさ」
を創りだしたいものです。�
　　　　　　　　　　　　　（西田　健一）�
�
�

�

■野村秀洋　　（株）エコ・クリエート�
～スローな風が吹いている～�

生活廃棄物を焼き、焼却灰ができる。�

焼却灰と粘土をこねて窯で焼き、窯変色の無害レンガ
の出来上がり。�

太古の技術が導く、蒼い地球。�

風に吹かれ、雨に打たれ、太陽に
焼かれ、人の足に踏まれ、、微生物
の棲み家となり、変わらぬ意志を持
ち、心を癒してくれる。�

100年単位のデザインが誕生する。�

焼き物は神様の「さじかげん」。　�

■片瀬　游（ギャラリー游）�
　本職は産婦人科の医者です。
今回医院の建て替えの設計を小
森さんにして頂きました。その際１
階の利用に迷っていましたが、街
のオアシスとして役立つようにと
思いきって貸ギャラリーにしました。
皆様に遠慮なく大いに使って頂けたら幸甚です。�
　産婦人科医院の方は息子が院長となり、一緒に診察
をして居ります。ギャラリーの事は素人で何も知りません
ので、これからも皆様方の御指導を宜しくお願い致します。�
　デザイン協議会には賛助会員として入会させて頂き
ました。少しでも皆様のお役にたてればと思って居ります。�


