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去る5月9日（金）鹿児島東急インにて平成

15年度かごしまデザイン協議会通常総会

が開催されました。�

　　　　　　（出席者47名、委任17名）�

総会は伊堂寺さんの司会により進行。�

森重会長、御来賓の鹿児島県工業振興課

課長補佐・上園四男様の挨拶の後、小森

さんを議長に選出、議題に入りました。�

松下事務局長の議案説明、川崎監査役の

監査報告により、�

●平成14年度事業報告�

●平成14年度収支決算及び監査報告（川

　崎監査役）�

●平成15年度事業計画案�

●平成15年度収支予算案�

●役員改選案�

●会則改正案�

が審議され承認されました。�

平成15年度かごしまデザイン協議会通常総会 平成15年5月9日（金）
鹿児島東急イン

会長挨拶�

川崎監査役� 松下事務局長� 伊堂寺進行役� 小森議長�

総会風景�

来賓席�受　付�

御来賓挨拶：鹿児島県工業振興課課長補佐・上園四男様�



　懇親会の司会は前迫さん。�
　相変わらず絶好調のセルフ？ボケ・つっこみ
の進行により、大嵩副会長の開会の挨拶の後、
御来賓の「財団法人かごしま産業支援センター」
事務局長鎌田一誠様挨拶、（社）鹿児島県工
業倶楽部事務局長水元弘二様の乾杯の音
頭で始まりました。新委員長、新入会員、ジュニ
ア会員の紹介・挨拶等を交え、出席者歓談の後、
最後は飛び入り参加の元「財団法人かごしま
産業支援センター」現鹿児島県農政部の宮
路さんの一本締めで閉会しました。�

Part2.懇親会

御来賓挨拶：�
財団法人かごしま産業支援センター�
事務局長　鎌田一誠様　�開会挨拶　大嵩副会長�鹿児島県工業振興課　福村さんを囲んで�

司会の前迫さん　遠くからでごめんなさい�

新入会員紹介　左より　小林さん、市來さん、有村さん、、坊田さん�

�

ジュニア会員　平川さん�閉会挨拶　宮路さん�一時帰国中の松元さん�

新副会長　西さん�

番外編：蒼氓にて�

乾杯音頭：�
社団法人鹿児島県工業倶楽部�
事務局長　水元　弘二様�

新役員�



■新規入会者�
●平成14年度�
小山　幸介　　　　鶴鳴館デジタル�
古別府　里海　　　宝飾工房　石のしずく�
野村秀洋　　　　（株）エコクリエート�
片瀬　游（賛）　　ギャラリー游�
脇　めぐみ　　　　インテリアコーディネーター�
久野　あかり　　（有）グレイスコレクションズ�
西　紀世美�
足立　昭彦　　　　日之出紙器工業（株）�
有村　茂樹　　　　社会福祉法人　なごみ苑�
●平成15年度�
市來　学　　　　（有）イムズ�
恵原　佑光　　　　フリーランスデザイナー�
小林　雄二　　　　ダスキンレントオール�
佐伯　徳子�
坊田　達也　　　（有）テクノデザイン�
満田　昭人　　　　KTSエンターティンメントスクール�
●ジュニア会員�
平川　陽樹　　　　フリーデザイナー�
内田　日美子　　　学生 �
橋野　友里　　　　高校生�
荒竹　芙佐子　　　高校生�
今別府　寛子　　　会社員�
■退会者�
田川　拓見　　　　デザインスタジオ　ワイズ�
滝下　隼人　　　　鹿児島県特産品協会�
西　紀世美　　　　（有）オデオン�
針貝　綾　　　　　鹿児島県立短期大学�
山口　昇　　　　　（有）山口デザイン事務所�

一見パレスチナに潜伏中の日本赤軍に間違えられ
そうな写真の人物を正解すると、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。�

前回の正解は、伊堂寺さんと岩元さんでした。�
2回キャリーオーバーがありましたので今回は3名様
川崎さん、小川さん、恵原さんがチケットゲットしまし
た。おめでとうございます。�

新入会員紹介

　　　　　　　　会長　森重　匡世�

　平成１５年度の総会は去る５月９日に会

員多数出席のもと開催され、役員改選も含

めて他の議事も問題なく承認されましたこ

とに厚くお礼申し上げます。�

　さて、１５年度活動がスタートするわけです

が、今日の社会情勢はあらゆる分野で暗中

模索の状態が続いています。世の中を渡り

歩く時いろいろな道があり、直線道路、曲

線道路、坂道などその道に合わせた運転、

歩行が大事ではないでしょうか。デザイン事

務所やあらゆる経営に関してもアクセルと

ブレーキをタイミングよく操作することによっ

て成長が望まれると思います。�

　私は新年の挨拶でも申し上げたようにス

ローライフという言葉が最近よく耳にしますが、

これからの時代は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の受け止め、「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ではないでしょうか。�

　このような状況の中、私たちかごしまデザ

イン協議会の活動実績が年々認識と理解

を高めつつありますが、さらにいろいろな活

動を通じて会員の個人、個人の素晴らしい

能力を結集した新しいテーマを提案し問題

解決型（ソリューション）協議会としても取       

り組んでいきたいと思っています。また、毎

年開催されるかごしまデザインフエアも来

年度は新しくなった県民交流センターで開

催されることになっています。場所も変わる

ことで内容も一層充実したものにしたいも

のです。新三役および新理事を含め内部、

外部ともに密接なコミュニケーションを図り、

あらゆる人達に期待される当協議会を創り

あげていきたいと考えています。会員のみな

さまの一層のご協力 をお願いします。                       �

15年度の活動について 平成15年度役員�
会　長：森重　匡世�
副会長：大嵩　文雄�
　〃　：西　眞理子�
副会長兼事務局長�
　　　：松下　清志�
理　事：岩元　ミユキ�
　〃　：梅田　晴郎�
　〃　：恵原　要�
　〃　：小森　昌章�
　〃　：塩津　洋一�
　〃　：島津　公保�
　〃　：　　　正治�
　〃　：竹下　とみお�
　〃　：福森　伸�
　〃　：三坂　基文�
　〃　：柳田　博文�
　〃　：吉迫　久人�
監査役：小田　正弘�
監査役：川崎　眞俊　

平成15年度�
各委員長（副委員長）�
●啓発委員会�
　委員長：恵原　要�
　（副）：福森　伸�
　（副）：竹下　とみお�
●研修委員会�
　委員長：三坂　基文�
　（副）：梅田　晴郎�
　（副）：塩津　洋一�
●事業委員会�
　委員長：柳田　博文�
　（副）：小森　昌章�
　（副）：野崎　昇�
●広報委員会�
　委員長：岩元　ミユキ�
　（副）：吉迫　久人�
　（副）：久保　潮　　　
　�

�

　とある土曜日の昼下がり、ちょっとダイエ

ーに立ち寄った時のこと…。中央のスペー

スにはイベントのセッティングがあったりと、

のどかな週末の光景。でも、おや？その隅

にある四角いブースはなんじゃらほい？なに

なに、結木沙羅々の占いコーナー、しかも

かなりの行列が…って、“木之下まりこ”

が座って手相を観ているではありませんか！�

　委員会の度にこそこそと、悩める協議会

メンバーが手を差し出す光景はいまや有名

ですが、まさか本当に占い師デビューして

いるとは思いませんでした。そしてそのブー

スの影でニンマリ笑う謎の手配師・Y氏の

姿を私は見逃しませんでした。�

　さあこれで彼女がプロであることが証明

されました。タダで散々観てもらっていた協

議会のみなさん、これからはきちんと“見料”

のお支払いをおわすれなく！�

　　　　　　　発見者：花田　理絵子�

�

■市來学
有限会社イムズ�
代表取締役�
�
�
　　　�
�
３８歳、有限会社イムズ(一般・特殊土
木工事及びショットバー）をやっており
ます。諸先生・先輩方に学び、趣味だ
けの自称アーティストの殻を少し破っ
てみたいなと思います。よろしくお願
いします。�

■小林雄二
ダスキンレントオール鹿児島ステーション�
代表取締役　　　�
　ズブの素人ですが、表現することは好きで
す。又、長男が東京でCGによるミュージック
プロモーションの制作、編集の仕事に携わ
っているので将来的には、現在のイベントの
企画・運営の仕事の延長でCGを取り入れた形で発展できないも
のかと考えています。�
趣味は音楽とジョギング。�
●音楽はビートルズを中心とした５０～７０年代のアメリカンPOPS
（日本では山下達郎）「見かけは演歌、唄えばロッカー」です。�
●ジョギングは、病気した後は肥えてしまったが、フルマラソン毎年
走ってました。最高記録は3時間４０分（指宿菜の花マラソン）です。

以上、よろしくお願い申し上げます。�

�



�

新年度が始まりました。�
メンバーの入れ替わりもあり�
各委員会ともパワーアップしたのではないでしょうか。広報委
員会もメンバー数が増え、充実した活動を岩元委員長以下
行っていきたいと思います。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
【素晴らしいメンバーと楽しい委員会】
　今回、広報委員長という大役を何も考えずに、

引き受けてしまいましたが「断わらないところが

偉い」と妙な褒め言葉を頂戴しました。�

　広報委員会は柳田委員長を中心として久保、

吉迫両副委員長を始めとして素晴しいメンバー

の集まりでした。私は今まで何も役立たず、ただ

委員会には欠かさず出席してエネルギーをもら

っているだけでした。委員会に於いてニュース

リリースの打ち合わせ等、真面目に取り組み、

私など、意見らしい意見も出さずに、うなずくだ

けでしたが、パソコンのことデザインのこと等、メ

ンバーの方から沢山教わってきました。広報委

員長の自信は全くありませんが皆様の助けを借

りてまとまりのある、今まで以上に素晴しく、楽し

い広報委員会にしていきたいです。�

　自分を少しでも進歩させるためにも各委員長

とも連携して、メンバーに伝え、柳田委員長の

築いたものを継いでいきたいと思っています。

考えてみますと今回、広報委員長に指名された

のは、昨年末の舞踊の影響ではないかと考え

ています。次回に備えて別バージョンのダンス

を只今、特訓中です。今迄以上に楽しく素晴ら

しい広報委員会になるよう皆様のアドバイスを

頂きながら頑張りますのでよろしくお願い致しま

す。　　　　　（広報委員長：岩元　ミユキ）�

■事業委員会
【和気あいあいと楽しめる委員会に】�
　小森前委員長大変おつかれさまでした。�

　古巣に帰ってまいりました。三年ぶりの復帰

ですが少し頭も白髪が混じってきました。パワ

ー全快といきたいところですが前程の馬力はな

くなっていると感じているこの頃です。少し老い

たのかな（？）�

　ただ、委員長を引受けた以上は、ベストを尽く

さなければいけないと自分自身を奮いたたせて

います。（老体にムチ打って）小森・野崎・両副

委員長とともにそして会員の皆さんと一緒にな

り和気あいあいと楽しめる委員会を目指してい

きたいと思います。スタッフのみなさんのご協力

をお願い申しあげます。皆でガンバロー！�

［追伸］広報委員会のスタッフのみなさん在籍

中は、お世話になりました。とても優しく、親切

な方ばかりでした。とても楽しかったです。あり

がとうございました。　�

 　　　　　　　（事業委員長：柳田　博文）�

■啓発委員会
【会員間の幅広い交流を】
　皆様こんにちは。２年ぶりで古巣の啓発委

員会に戻って参りました。かごしまデザイン協

議会も新しい体制となり，啓発委員会の委員長

を仰せつかり身の引き締まる思いです。啓発委

員会という役割を考え，事業を進めていきたいと

思いますので，皆様のご支援をお願いします。

　さて，当協議会は設立当初から４つの委員会

に分かれて，それぞれ委員会単位で活動を続け

てきました。そのことで，会がスムーズに運営し

てきましたが，所属する委員会のメンバー以外

とはなかなか交流する機会が少ないようです。

デザインフェアの運営やお手伝いなどで，積極

的に幅広く活動する以外は，なかなか交流のチ

ャンスがありません。各委員会は年に６回ほど

開催されますが，そのうち半分の３回は他の３つ

の委員会と合同で懇親会ができるようにすれ

ばどうでしょうか。（せめて，年に１回でも）。�

　また，委員会を越えた楽しい集まりをどんどん

開くのも一考か。「霧島登山」はいい例ですね。

委員会を越えた幅広い交流が進むようなユニ

ークで楽しい仕掛けを期待します。�

　　　　　　　　（啓発委員長：恵原　要） �

■研修委員会
【“デザイン協議会”って何だったっけ】
　今年度の抱負？　ごめんなさい。何も考えて

いません。研修旅行を企画して、誰か。講演して、

最後にデザインフェアーをして終わりです。�

　パーフェクト！�

　研修委員会としては十分だけど、何か違うぞ！

“僕は何をしたくて協議会に入ったのかな”と

思ったりしてみると、本当は、・・・・鹿児島の町

づくり、広い意味でのグランドデザインしたい訳

で・・・・　そう言い続けて4、5年たちました。で

もまだ何も進んでいない。（僕の中で）�

　県及び地方自治体の主導で決定されていく

町づくりの中で、デザイン協議会を“フィルター”

がわりに使っていただきたい。（デザインのプロ

集団なわけで）。そういう場面で、協議会のメン

バーが参加できれば、豊かな町づくりができると

思う！！�

　一番大事なことはソフト（知恵）の充実で、

結果としてハードが整っていくと思う。う～ぅ訳

わからん。要するに、早くお金ためて、法人化して、

楽しいボランティアしようよ！！　　　　　　　

　　　　　　　　（研修委員長：三坂　基文）�
�
�
　　　　　　　　　　　　　西　眞理子
　森重会長のご指名を頂き副会長をお受けす
ることになりましたが宜しくお願い致します。　
　経験、見識・・・ｅｔｃで戸惑って居る時「難し
いこと期待してないから気楽にやれば」との周
りの会員の何とも温かいエール？（と思っていま
すが）に押され、お引き受けしましたが、気負わ
ずマイペースで務めたいと思っています。�
　会長補佐の役割は大嵩、松下両副会長が
いらっしゃいますので、私は専ら四委員会に出
来るだけ出席して、今期の活動内容の把握と
楽しく交流を務めたいと思っています。それとデ

ザインフェア以外の各委員会活動を広く知って
頂く事が、曳いてはデザインフェアの入場者数
増加にもつながると思っていますので、各委員
会の小さな催しも外部に広報出来ればと思いま
す。、協議会知名度ＵＰのアイデアやアドヴァイ
スがありましたらお知らせください。そして一緒に
活動しましょう！�
�
�
　　　　　　　　　　　　　江夏　潤一�
　前年度ジュニア会は、イベント「てのん」を軸
に活動し、様々な機会に恵まれ、ジュニア会全
体の成長に繋がりました。ありがとうございます。�
　新年度ジュニア会は、引き続き「てのん」を軸
に活動します。前年度の「てのん」の反省点を
生かし、更に充実した活動を行っていきたいと
思います。第二回の「てのん」は、「かごしまの
伝統」をテーマに進めていきます。「かごしまの
伝統」と、「若い世代」をミックスさせることによ
って、新たなデザインが生まれるのでは、という試
みです。�
　ここで、参加者の意気込みを一部紹介します。�
●夢と浪漫を忘れずに�
●たくさんの人のアイデアとデザインにふれ感
　性を広げていきたいと考えています。頑張り
　ます�
●てのんが始まるまでに、そしてTENON展が　
　終わった後…どんなドラマが展開して行くのか、
　すごく楽しみです�
　以上のように、新年度の「てのん」は盛り上
がっています。新年度、ジュニア会は「てのん」
を軸に、更なる成長を目標に頑張っていきます。�
ぜひとも、御協力お願いいたします。�
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各委員長本年度の抱負

新副会長の抱負

ジュニア会員より

第一回てのん展より�

� �


