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�きょうは鹿児島には珍しく雪。わたしの事務所

から電車通りに降る雪を、ぼーっと眺めていると、

ニュースリリース編集長から“取材原稿できた？”

との電話。ええっ、もうそんな日！？

�雪の降りしきる中、取材先である騎射場電停近

くの“グレイス・コレクションズ”九野あかりさん

を訪ねる。ビクトリアンフレーム調にデザインされ

た壁面の扉をあけると店内は、西洋骨董、素敵な

香りのフラワーショップ。奥には、彼女のインテリ

アコーディネートの仕事場。西洋骨董、フラワー、イ

ンテリアと３つの職種が調和した店内。たくさん

のセレクトされた商品をみているだけでも飽きが

来ない。

�さっそく、取材開始！。

�彼女は、なんと１５才にしてイギリスの高校に入学。

中学時代、数カ国のホームステイで、海外に対す

る免疫はできていたとは言え、「中学卒業すぐの

海外生活は、何の不安もなかったんですか？」との

質問にイギリスは日本に似て、自分にとっては暮

らしやすい国、海外生活に対する不安より、ヨー

ロッパの風景にあこがれ、不思議な国で暮らした

いという夢を叶えたいほうが、日本で高校へ進学

するということより勝っていたという。

�イギリスでの高校生活はカソリック系の寮生活。

ここで語学力を磨き、大学進学。大学では、美術理

論、美術史など美術研究を専攻。専攻した美術研

究は、現在の仕事である西洋骨董のセレクト。教

授のしゃべったことを自由な方法で調べ、学ぶと

いうやり方は自分の思考で生み出す現在のイン

テリア、建築デザインに生かされているという。

�大学進学時、自分はものを作り出す仕事は無理、

と思い美術研究を専攻したのに、課題を与えるの

ではなく、自分から学ばせる大学のスタイルは彼

女にクリエーターへの興味を開花させたという。

�７年のイギリス滞在の後、日本帰国。デコレート

から始まった仕事は、内装から建築へと幅を広げ

てきた。

フラワーショップの仕事について質問してみた。

“たとえば、私が花を贈るとしたら‥”

�看板犬“マリア”を膝の上に抱きながら、私の

雰囲気と贈る相手を聞き、そこから感じ取とられ

るイメージカラーとパッケージ、リボンを的確に答

えてくれる。

�「自分の頭に描いたものを完成させる喜び、そ

れを顧客に認められる喜びが今は楽しい。」・「シ

ンプルでありながらゴージャスなスタイルを建築・

インテリアデザインにグレイスブランドとして確

立させたい。」と輝く素敵な笑顔で語る彼女に、鹿

児島を変える“新しい風”を感じさせる取材だ

った。

�

●所在地/鹿児島市下荒田3-16-15　　

　　　TEL・FAX/099-255-7495

取材/小川景一　　撮影/山崎撮影事務所
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久野 あかりさん



　又、今回も広報委員会は霧島に行ってま
いりました。今回は、こじんまりと広報内輪だ
け。というか皆様、上海で忙しそうでしたので。�
　さて、やはり今回も着くまでに問題が発生。
前回で懲りていたので、私は運転拒否。柳
田氏運転で、途中で私と岩元さんは拾って
もらって、出発進行。空港インターで降り、久
保親子との待ち合わせ場所｢クッキー｣へ・・・。
　いやな予感。案の定いない・・・。聞けばも
う一軒あるとのこと。やっと探し当て、合流。
皆さん､気をつけて､クッキーは隼人に２店舗
あります。私たちが待っていた方が正しい隼
人店でありました。�
　以降､久保氏は私たちの先導のために待
機していたはずなのに、霧島まで２回も道を
間違えて引き返す始末。私たち方向音痴組
（実は､柳田さんも岩元さんも方向音痴で私
の同志でした。）の毒気に当てられてすっか
りペースを取り乱したのでした。�

　やっと現地到着。11月半ばで防寒装備で
出かけましたが、ピーカンでみんな半袖。委
員会も無事に終了。芝生にひっくり返って
極楽極楽。�
　そば名人は､今回室内でそば打ち。「そば
粉が飛ぶから窓を閉めて。」しばらくすると名
人暑くなって、「窓を開けて」「お湯が足りな
～い。」「ねぎを刻んで。」下働きバチたちは
一生懸命働きました。�
　そば名人の作るおいしいあったかそばとべ
ちゃべちゃ気味の天ぷらで満腹。恒例の温
泉にも入り、幸せを感じつつ帰鹿。温泉は、
なぜか泉質が変わったとのこと。もう指輪は
黒くならなかったな～。紅葉は少ししか残っ
てなくて、残念でしたが、有意義な秋の一日
は暮れていったのでした。�
（文：押川靖子　写真：山崎和彦）�
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　新年あけましておめでとうございます。�
　今年は転換の年、節目の年との異名を持つ
羊年と言われています。２０世紀はあらゆる面
において変化の時代でもありました。これから、
２１世紀に向って変化に流されるのではなく、
時代ごとに流れる変化を真摯に受け止め、「変
えていくもの」「変えないもの」を確かな目で見
極めていく時代と思います。�
　転換と節目というキーワードから考えると、戦
後５７年過ぎた今日、１００年をひとつの節目と
すれば、丁度ハーフタイム。階段で言えば２階
へ行く踊り場ではないでしょうか。５０年を振り
返ったプロセスの中で、これからの５０年をどう
するのか、次代の何が見えるのか、今日ほど大
事な時代はないと思います。戦後急激に発展
してきた日本の社会と経済、モノを中心として
繁栄してきた。それは良しとして肯定しましょう。
しかし、心を取り残してきたような気がします。
心の充足度の欠落、文化に対する価値の低
下など、いま、踊り場に立った時私たちは次代
に向って何をすべきか、急がないで、ゆっくりー
歩ー歩階段を昇ることも必要な気がします。�
　ひとつの考え方として、リフレッシュデザイン
的発想が大切なのかも知れない、従来から住
宅の障子や畳は張り替えや表替えは必要に
応じて替え、障子の骨組み、畳本体は長い間
使用しながらリフレッシュしていける仕組みを
先人たちが私たちに教えてくれた。生活環境
は完全な機能を満たし、質の高い耐久性など
も必要ですが常にリフレッシュしていける工夫
も大切である。それによって新鮮な活き活きと
した生活が生まれるのです。�
　私たち会員も、自分自身もふくめ、仕事も、あ
らゆる面においてリフレッシュしていきましょう。
今年もかごしまデザイン協議会の活動に御協
力よろしくお願いします。�

　デザインフェアまで1ヶ月となりました。年度末
を迎え会員の皆様方にはご多忙のことと存じます。
今回も観客動員活動、会場設営・撤去、デザイ
ン協議会コーナーパネル等ご協力をお願いしな
ければならないことが多数あります。お仕事の都合、
遠方の方等事情もあるかとは存じますが、昨年
以上の観客動員のためにも、お力添えお願いい
たします。�

リーフレット・ポスター配布�
　各委員会経由でリーフレット・ポスターが会員
の皆様に配布される予定です。お知り合いの方
に手渡したり、御近所の生協、スーパー、銀行な
どに掲示して頂ければ効果的かと思います。�

会場設営�
●3月3日（月）9：00～�
●県歴史資料センター黎明館第1特別展示室�
　今回は設営期間が1日です。また午後7時以
降の作業も禁止されていますので、短時間で作
業を終了する必要があります。平日ではありますが、
時間のとれる方はご協力御願いいたします。（当
日は閉館日ですが、駐車場は開いています。）�

撤去作業�
●3月9日（日）16：30～�
　作業時間は2時間に限られています。設営より
条件が厳しい作業です。デザインフェア最終日
見学の後ご協力頂ければ幸いです。�

交流パーティー�
●3月4日（火）17：30～19：00�
●黎明館1階　食堂「牡丹」�
●参加料：3,000円　ドリンク・フード付�
　鹿児島の特産品を囲んでの交流パーティーで
す。身近にありすぎて意外と知らなかった鹿児島
のうまいものを食べつくしましょう。�

�
�
デザインフェア会場の一角に協議会会員全員
参加のパネルコーナーを設けております。以前も
「いいもの探し隊」「こだわりの品」等々ご協力
いただきましたが今回は「お仕事パネルコーナー」
と名付け、お仕事の様子・お仕事で創られた物・
お仕事の道具・紹介したい物・人・思うこと等表
現は自由です。�

出展要項�
●お一人当たりA4サイズ6枚横位置使いに縦
　に6枚並べて展示。プリンタ出力、手描き、写真、
　現物、立体等々手段は選びません。�
●6枚を連結したサイズでの出品も可能です。　
　W=297 mm H=1260mm厳守�
●必ず5mm厚のハレぱねに貼って出展。�
●内容の説明・お名前等はパネルの中に必ず
　表示して下さい。�
●作品の搬入は3月3日黎明館のデザインフェア
　設営会場に直接お持ち下さい。（他会員の方
　に御願いされても結構です）�
�

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20日まで。�
今回は前回のキャリーオーバー分プラスでチケット4000
円が当たります。�

問1　ヒント�
　20代、筋肉質の身体、現在のようにお腹は出てい
ません。当時体重62kg、現在70kg。船上写真。�
難易度★★�

問2　ヒント�
過去のギャグ�
鳳啓介でーす。意味ないじゃーん。おやっとさー。�
職業：かたい仕事です�
難易度★★�
�

会長　森重匡世�

問1 問2

お願い：返信用封筒の宛先郵便番号が間違っていました。
　　　　上3桁が、982（誤り）→892（正）です。
　　　　まだ投函されていない方は番号を修正してお送り下さい。

かごしまデザインフェア2003�
日　時：2003年3月4日（火）～9日（日）　9：00～17：00（最終日は16：30まで）�
場　所：県歴史資料センター黎明館　第1特別展示室�
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常務理事　�
　　　　有村 茂樹�
　私どもの法人では
50名の入所授産施設、
30名の通所授産施設、
グループホーム２箇所
（8名）、ショートステイ、
ホームヘルプ、ジョブ
コーチ等の事業をお
こなっています。（知

的障害者）施設では、ハーブの栽培、加工、さをり
織り、クッキー、ケーキ、パンの製造、販売、ギャラリ
ー、喫茶店の営業などをしております。谷山方面
にお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。よろしく
お願いいたします。�

■社会福祉法人正和会　
　　　　　　　　�

博多　兼裕�
川畑　美衣�
家入　亜佳子�
伊堂寺　真里奈�
朝倉　景龍�
橋口　かおり�
宮坂　真理香�
手塚　堅太郎�
山下　茜�
�

�

新入会員紹介

●本号がお手元に届く頃はデザインフェアまで残り1月に
なっているかと思います。毎年、「目が回るようなこんな忙
しい時期にもー」と思うのですが、なぜかやっちゃうデザイ
ン協議会。みなさん頑張りましょう。�
●ホームページ若干内容変わりました（協議会ヒストリー
追加）。たまには見て下さい。イベントがありましたら写真、
紹介文送っていただければ掲載します。書き込みも宜しく
お願いいたします。�
編集長　久保　潮　　　Email：kubo_u@infratec.co.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

■広報委員会
【デザインについて思うこと】
　デザインという、物事を最終的な形にして行
く作業がその中心となる僕らの仕事は、得てし
てその職業の本質を忘れてしまいがちになるん
だよね。形の美しさや配色の妙だけにヘンにこ
だわったりして。�
　でも実際僕らの仕事ってのは、大雑把に言
ってしまえば、資本主義経済の中で経営上の
戦略があり、商品企画があり、諸々のマーケテ
ィング上のディテールがあり・・・みたいなことな
わけだから、ただカッコイイものやキレイなものを
作れば良いんじゃないんだと、時々自分に言い
聞かせなきゃいけない。（大幅に中略）�
　で、結局、ココロの動きを論理的に考察する
ことがデザインの基本かもね？と、思ったりしま
すが、皆さんはいかが？            （小山　幸介）�

■事業委員会
【温古知新】
　上野原遺跡へ行って来ました。縄文土器の
厚さが３mm～４mm、内側を削ってひび一つな
く焼成しています。９５００年前の技術です。又
その当時北九州四国中国地方にしか産出しな
い石等が発見されています。陸上に道があっ
たのか、小舟ではこんできたのか。そして２０００
年以上も同じ場所に定住した理由は水が豊富
だったから。�
　日本人が失いかけているのは、五感と知恵、
文明は進化したのだろうか。豊かな心を引き継
いでいけるのだろうか。            （野村　秀洋）�

■啓発委員会
【パワフルな協議会！】
　１２月２１日（土）に、天文館のウイッキーズハ
ウスにて開催された忘年会。多くの方々の参
加をいただきありがとうございました。参加者全

員による一言スピーチやジュニア会員による怪
談、天才アーティスト塩津氏による腹話術、森
重会長の三味線演奏、岩元みゆきさんの情熱
ダンス等々、大変な盛り上がりでした！�
　このままでは済まない会員の皆様、２次会は
JJコーリンにてさらにダンス・ダンスのオンパレ
ード！　この勢いがあれば協議会は不滅？です。�
皆さん、本当体力ありますよねぇ～！�
　　　　　　　　　　　　　（内田　英忠）�
■研修委員会
【学校近況】
　隼人工業高校勤務2年目です。校訓「至誠・
自律・友愛」の下でインテリア科・電子機械科・
情報技術科の生徒達が日々精進しています。
　昨年度にデザイン協議会から図書券を頂き
まして，デザイン・パソコン・七宝焼きの本を購
入して活用しています。インテリア科の生徒が
県内の３つのポスター原画コンクール（生徒発
表大会・産業教育創造フェスタ・高校総合文
化祭）で最優秀賞を３点とも受賞しました。生徒・
美術部顧問の熱心な活動の成果だと思います。�
　　　　　　　　　　　　（道岡　康良）�

■景観デザイン研究部会
【大切にしたい鹿児島の路面電車】
　日本の路面電車の歴史は、明治28年京都
市で運行が開始されたことに始まる。鹿児島で�
は大正元年に武之橋～谷山間で運行が開始
された。昭和38年頃には１日12万人を超える
利用があったが、昭和60年に上町線と伊敷線
が廃止され２本の運行系統となった現在では、
１日約３万人の利用とのことである。日本では
現在19の都市で路面電車が活躍しており、九
州では鹿児島・熊本・長崎のみとなっているら
しい。これらは、先日の「かごしま路面電車の旅・
フォトコンテスト」の会場で紹介されていた。�
　電車ミニ資料館のコーナーには、鹿児島で

の運行開始時に走っていたという『62号車の
20分の１の模型』があった。平成11年の我々
のまちづくり提案の中に、レトロ調路面電車を復
元して観光に生かそうとする案があったことを思
い出し、「これだ！」と、いつまでも１人で見入って
いた。　　　　　　　　　　　　（山口　昇）�
�

かごしまデザイン協議会12月定例理事会議事録
●日時：平成１4年12月3日（火）１8：0０～　�
●場所：レストランGEM　�
●出席：森重、山口、大嵩、柳田、恵原、梅田　　　 
岩元、福森、西、小森、三坂、徳永�
　　　 島津、田中（選挙管理委員長）�
　       （１3名）欠席：松下、竹下、吉迫（3名）�

各委員会及び研究部会活動計画
【啓発委員会】
・デザインカレッジ報告�
　菖蒲学園（福森）、県立工業高校（山口）�
・ジュニア会員展が菖蒲学園にて開催予定。�
　2003.3.21～3.23　�
　ジュニア会員現在１５名�
【事業委員会】�
・オークションに変わるイベントについて�
　チャリティーオークションに替わるイベントとして「子
　供たちのためのデザイン学校」案�
・ 霧島登山報告�
【研修委員会】�
・上海研修旅行の報告、２０名参加（Ｈ１４．１１月１３日
　～１６日）�
　梅田先生の感想・・・近い距離の国なのにあのよ
　うなエネルギッシュな人達がたくさんいることに驚き、
　過去、現在、未来の共存に感動した。�
【広報委員会】�
・ニュースリリースについて報告�
・ホームページのアクセス件数３００／月トータル６６０

　０件�
・各委員会でホームページ担当を置く。�
【景観デザイン研究部会】�
・南日本新聞に東市来町高山地区の「高山ふるさと
　秋まつり」の記事が掲載されていた。提案等が反
　映され、このような催し物が開催された。�
【かごしまデザインフェア2003について】
・デザイン学校Ⅱについて　　�
　企業部門・デザイナー部門�
・会員が全員参加できるようＡ４パネル「お仕事パネル」
　６枚を展示する（一人につき） �
・コンペ応募締切　１２月２０日�

【事務局よりの報告】�
・１０月２３日現在の予算の支出状況と会費納入状況
　について�
・会費未納者は早めの納入をお願い。�

【役員改選について】�
・３月中に当選者を理事会に報告�
・１月末投票用紙の発送、２月２８日投票締切。�

【その他】�
・くまもとデザイン協議会のセミナー、交流会参加�
　（森重・恵原）　11月29日�
�
�
�
【ジュニア会員の活動内容】
　　　　　　　　ジュニア会員　　西　絵美子�
　現在は、３月末に行うジュニア会員展「tenon」に
向けて毎月２回ほど話し合いを行っています。今後の
活動としては、デザインフェアへの積極的な参加や、

デザインに関する職場めぐり、米国ウェスレヤン大学
アカペラグループのＣＤジャケットのデザインなどを予
定しています。�
■ART JAM TENON�
　「若手が自由に表現できるイベントを自分たちの手
で作る」ということを目標に、３月２１日から３月２３日まで、
吉野町のしょうぶ学園で行います。今回のテーマは「遊」
で、デザイン、アート、工芸などのジャンル分けはあえて
せず、自由にとらえて出品するようにしています。�
　会員１９名の他、会員外からも作品を募集し、２４歳
以下の若手の自由な発想による作品を多数展示す
る予定です。また、初日の３月２１日にはオープニングパ
ーティーも予定しています。�
　初めてのジュニア展です。色々な方に来ていただ
いて感想、アドバイスなどいただけたら幸いです。　�
　�
○ジュニア会員名簿�
現在１９名�
会長　　徳永　淳代�
副会長　西　絵美子�
会計　　門倉　由香里　�
広報　　木佐貫　瞳�
　　　　原　麻里子�
会場　　林　芳美�
設営　　江夏　潤一�
　　　　田中　達也�
管理　　寺坂　理江子�
　　　　吉田　朱里�


