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　谷山インターから約3キロ。�

背後に錦江高原ホテルの風車を見上げ、眼前には桜島を望

むなだらかな丘陵地に、社会福祉法人正和会の知的障害者

授産施設「なごみ苑」があります。常務理事の有村茂樹さん

を訪ね、施設の性格や、構想など様々なお話を伺いました。�

　数々の役職を兼任され、日本中を飛び回っておられる有村さ

ん。取材に伺った日も、昨日まで出張、明日からも・・・という貴

重な一日にもかかわらず、丁寧にお迎えいただきました。�

�

　職員数約40名、入所者50名、通所者35名という大所帯を

まとめるやさしいお父さんといった風貌ながら、お話には経営と

いう観点からの厳しさも随所に見て取れました。�

　「同じ業界人とばかり付き合っていてはだめだと、職員には

言っています」。�

　有村さんはホテルマン出身で、15年前お母様の運営される

施設を法人化するときに、現職へ転身されたとのこと。その目

には、当初、「閉鎖的な業界」とも映ったとおっしゃいます。�

　「どんどん新しいことを取り入れないと・・・やりすぎだとブレー

キかけられることもあるんですけど」。笑いながら見せていただ

いた部屋はオランダ語造語で「スヌーズレン」と呼ばれる部屋。

九州でもまだ導入例は少ないという、一種のリラクゼーション

ルームのような空間です。それは様々な光や音、素材などによ

って、視覚、聴覚、嗅覚、触覚を刺激し、障害の程度に合わせて、

感覚を触発するというものでした。まるで昔見たバウハウスの

表現実習のような光景に、人の潜在意識を捉えようという試み

は根源的に同じなのだなと、この仕事の奥深さとともに、アート

という表現活動が人という精神性の発露であるという当たり前

の思念が交錯し、しばし言葉を忘れ見入ってしまいました。�

�

　なごみ苑の3つの生産活動は、「パティセリーなごみ」という

パン、スイーツショップと、「なごみファーム　ハーブガーデン」

というハーブ栽培園、そして「さをり工房　なごみ」と名づけら

れたさをり織の工房からなります。�

　「障害者が作るからといって、品質は落とせない。市場競争

のなかで選ばれるような製品作りを目指さないと」。とおっしゃ

る言葉からは、ノーマライゼーションの哲学が感じられます。そ

して、なごみ苑にはそんな有村さんの期待にこたえるような素

晴らしい生産品の数々が展示、即売されています。パンやケー

キは車でルートセールスもされているそうですし、ハーブは市内

百貨店、飲食店に納入、さをり織の服は関東の百貨店での展

示販売会も開催しているそうです。「だから商品に競争力をつ

けるために、デザイン協議会の方々の知恵をお借りしたいんで

す」。その言葉に、デザイン協議会の存在意義を問われたよう

な気がして、心引き締まる思いの取材でした。�

�

文：西田　写真：山崎撮影事務所�
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［前回のあらすじ］　建築雑誌『Casa BRUTUS』をたよりに、友人とふたりでメキシコ
をさまよう私。やっとの思いでCasa Barraganにたどり着いテ・・。　

扉をノックすると、中から小奇麗な女性が出てきた。
「バラガンの家めぐりは１１：００からなんで、ちょっとここで待っていてね。」
なんと！私たちって幸運の持ち主なのかしら？？ぎりぎりで日本から予約を入れてき
ただけに、１１：００からスタートだという返信も見ていなかったのだ。それなのに２時
間迷いが功を奏し、ぴったり開始１０分前に扉をたたいていたのである。

　★バラガン建築の見学は要予約であるが、現地通貨ペソ　２７０ＮＳ＝約¥３，５１０
　で、バラガン自邸と、隣接するオルテガ邸、最後の傑作ヒラルディ邸を見学できる。

残念なことに、今日はオルテガ邸のご主人が体調を崩して寝込んでいるとのこと、で、
２４０ＮＳで２箇所をまわることに。（そもそも「個人の住宅を見学させてもらうのだ」
ということを前頭において門をくぐりましょう。）
バラガンの作品内部は、一切撮影が禁止されているのでここで載せられないのがとって
も残念なのだが、本当に心を打たれた建築というのは、ここ数年久々のことだった。入り
口（メキシコの住居には壁と一体化した入り口の扉がある）から画集で見た吹き抜けの玄
関に入り、リカルド・レゴレッタも多用している銀色の玉、おぉ、ホントにあるじゃぁない
か！生涯増改築を繰り返しただけあって、グルグルと迷路みたいな構成の住居なので、
あら？この戸を開けたらここにつながってるの？というカンジ。美術館を順路に沿って
見るかのように、家の中に生活順路ができていた。寝室から伸びていたキャンティレバー
の階段は、せっかくカッコイイのに危険だからと自分も使っていなかったとか・・。

　

庭に出てみると、うっそうとしたツタや南国の植物が生き生きとしている。大きな壁が
空までも切り抜いている。屋上の壁もまた空間を豊かに構成し、どこに立っても、どこを
向いても、向こうになにがあるのか、どんな空間がつづいているのか興味が湧いてやまな
いのだ。１９０ｃｍの長身で、生涯独身、かなりの信仰心を持ち、大の馬好き。晩年はパーキン
ソン病で苦しむバラガンのためを思って、友人が寝室に腰壁をつけて外へ落ちないよう
にしてしまったらしいのだが、その壁の下部にある小さな穴を見ると「ここから外の世界
をのぞいていたのかな」っなんて、ちょっぴりせつなくなる私。

Casa Gilardi　ぼんやりと真昼間の太陽の下を歩いて、２軒目のヒラルディ邸へ。
ここが７０歳を越えたバラガンが、最後の仕事として建てた住宅。黄色く長い廊下を抜
けると、目の前にあったのは「水」。そう、ここはダイニングルームにプールがあるおうちな
のだ。湿気やカビの心配はないのかな？と思いながら、まるで空間インスタレーション
みたいな作品を住宅として設計しちゃったバラガン、そしてそれを依頼したヒラルディ
さんに拍手！！さらに中庭にはジャカランダ（紫の花を咲かす、Ｖｏｌ１に掲載。）の巨木が立
ち、そのバックには同じ色を配した壁がすっくと立ち上がっている。建築にはある種の宗
教性と哲学があるし、ほとんどアートと切ってもきれないジャンルだと思うのだが、うっ
かり現実的に「機能性」とか「利便性」ばかりに走っている建築にうんざりしていた。今回バ
ラガンの建築に出会って、あらためて私にとっての建築の魅力を再認識できたような気
がする・・・バラガン、ありがとう。

Sacramentarias en Tlalpan 　トゥラルパンの礼拝堂。行き方も所在地も分
からなかったので半ば諦めかけていたバラガンの作品だったが、バラガン邸で出会った
一人旅女性のハッシー（橋本さんだったので勝手に「ハッシー」と呼ばせて頂いた。）が、ぺらっ
ぺらの英語で英語ガイドさんに聞いてくれた。売店から「見学依頼」の電話を入れておき（修道
女には英語は通じません。メキシコ語ガイドを手元に用意しましょう。）これまた道路に面し
た真っ白な壁は、とうてい教会とは想像も付かず。再び四苦八苦しながらようやく扉を
ノックした。

by K．Nishi

←メキシコの伝統おもちゃ。�
　木彫りのアレブリヘス。�
　かなりレベルの高いアート作品もある。�

この「旅のルポ」がもっと見たい！という方は↓�
http://www.h7.dion.ne.jp/̃umiyama/index.html　まで！�

Ｖｏｌ．２

ピカソなんかの絵画や彫刻作品、ドクロの置物などもさりげなく置かれている。特にグッときた逸品は、「十字架の窓」だ。
ガラス窓に取り付けられた木の扉、上下左右がちょうど十字架のように分かれていて、その少しの隙間から燦々とさしこ
む強烈な日差し。（安藤氏の『光の教会』はこの十字架に影響を受けているらしい）。

ヒラルディ邸外観と標識。

紙面の都合により、今回はここまで。
次回予告『眉毛のつながった美女!』

またしても、

↑町中にあるドクロのオブジェ。�
　秋に「ドクロ祭り」があるのだ。�
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新規会員勧誘のお願い

日時：平成16年10月�
  9日（土）12：00～20：00前夜祭�
10日（日）10：00～17：00　�
　　　　雨天時：小雨決行�
10/  9（土）雨天時中止�
10/10（日）雨天時、10/11（月）に  
　　　　日曜スケジュールで実施�
10/11（月）雨天時中止�
�
場所：鹿児島市吉野町5066番地�
　　知的障害者更生施設　�
　　菖蒲学園�
お問い合わせ：099-243-6639　�
フェスタ2004実行委員会�
　（菖蒲学園）�

■ 開催趣旨　�
　障害者が自分の障害を意識することなく暮らしていくために、
人と物と心の交流（出会い・感動）を土台にした福祉ネットワーク
づくりを目指したイベントです。「人から人へ」をメインテーマに地
域の様々な出演者や出店者の方 を々迎え、お互いのコミュニケ
ーションを深める機会になることを願っています。�
�
9日：深山流（日本舞踊）・パーカッションバンドotto、10日：ＲＭＯ（ジ
ャズビッグバンド）・蒲生郷太鼓坊主のゲスト出演や、ごもんちゃ
んラーメン、フランス料理のシェムサ、鹿北製油、ＴＯＫＵ窯にも毎
年参加して頂いています。�
秋の一日、ぜひ遊びにいらしてください！�

協議会設立時85名だった会員が、現在69名となっています。
デザイン協議会の活動資金のほとんどが、会員からの会費に
よってまかなわれています。、新規会員の勧誘にご協力くださ
い。�

　このたび私、8月９日鹿児島市にデザイン事務所を

開設致しました。�

　20代にデザイナーとして東京で独立を目指してい

ましたが、訳あってUターンして企業内デザイナーとな

りました。今また50歳にしていろいろな方の協力をい

ただき、鹿児島で独立の道を歩むこととなりました。�

　事務所名は『Re・Luck』（リ・ラック）幸運を再び�

（吉、迫る）の意味を持ちます。22年勤めて参りました

渕上印刷において、クリエイティブ部門在籍中はデザ

イン協議会の会員の方 を々はじめ公私とも皆様には�

大変お世話になり、デザイン活動を行ってまいりまし

た。今後さらに、有限会社の設立を契機に自分らしい

より良いデザインに取り組んで行きたいと思っており

ます。私のモットーは「信頼」です。不馴れな点も多

々あるかと存じますが、ご指導・ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。�

　県庁前の真砂本町に事務所を設けました。明るい

ミーティングスペースで、会議などご利用ください。�

　お近くにお寄りの際は気軽にお立ち寄りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　吉迫　久人�

ひと・もの・こころフェスタinしょうぶ2004

～～
【開催のお知らせ】

第３回TENON展　【色派】…［いろは］

※事務所風景（広報委員会開催時の写真）�

かごしまデザインフェア２００５

2004.10月9日（土）・10日（日）・11（月）�
時間：11:00̃19:00（最終日は17：00まで）�
　　　9日は18：00～オープニングパーティ
　　　を行います。�
場所：鹿児島市山之口町3-14　�
　　　ギャラリー游（片瀬クリニック1F）�
　　　tel  099-805-1789�
二管橋通りワシントンホテルから交通局方
面へ徒歩2分。�
�
�
左写真：昨年の会場風景�

　かごしまデザインフェア2005も10月を迎え本格
的に動き出しました。デザインコンペ部門は出品
申込を開始しました。今回の企業部門は6社がエ
ントリーしています。出品申込締め切りは12月10
日です。同封の応募要項をご覧の上、ぜひ申込を
お願いします。�
�
ガチャポンにご協力を�
　先日お送りしました「ガチャポン大作戦」ご覧に
なって頂けたでしょうか。�
　ジュニア会員の方、フェアの内容がよくつかめ
ないかもしれませんね。来場者の方々、展示を見

に来てくださる方 と々会員がもっと知り合えるように、�
各々の作品を手にして頂いて、鹿児島でものづく
りをしている者達をもっと知って頂こう・・・日常生
活の中にもいっぱいある私たちが作っている鹿児
島のデザインを見てもらおうというのが、今回の「ガ
チャポン」の主旨です。�
　まぁ、難しく考えなくても協議会が頑張って続け
てきたフェアを誰でも気軽に�
楽しめるものにしたいネっといったことですので、
是非ご協力ください。（担当：ますみつ）�
�

8月21日土曜日　蒼氓にてジュニア会
員との交流会が開催されました。ジュ
ニア会員13名、会員13名の参加。「て
のん展」のTシャツ販売など賑やかなう
ちに終了いたしました。�

�ジュニア会員交流会

第一回かごしまデザインフェア2005運営委員会�



●西紀世美さんのメキシコ訪問記第2弾です。記事がな
いときのストック用にキープしていたのですが・・・次号は台
湾研修旅行記とテノン展の紹介の予定です。�
●今回仕事場ウォッチャーに登場された有村さんですが「な
ごみ苑」は家の近くで、子供の幼稚園のバザーにも出品さ
れています。同じデザイン協議会員でも、委員会が異なる
とどのような仕事をされているのかわからない方がたくさん
いるようです。「仕事場ウォッチャー」のリクエストがありま
したらご連絡ください。�
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.050-3000-7157　 FAX.099-259-4100

■研修委員会
【ONLY ONEガチャポンへの道】�
先日来、ガチャポン大作戦についてご連絡申し上げ

ていますが、会員全員の力を結集して実現へ向け歩

みを進めねばと思っています。と、言うのも、９月１７日

の日経新聞に渋谷パルコに巨大ガチャポンが出現し

たとの記事が発表されました。高さ３m、カプセルの

大きさ直径１５cm。真鍋かをりさんが猿のぬいぐるみ

を当てた…等々。当企画では、高さ６mですので企画

上は協議会の勝ちなのですが、先を越された！地方は

東京にやっぱし遅れをとるのか！めげそうでしたが、「内

容と大きさで勝負だ」とやっと立ち直りました。皆さん

絶大なるご協力御願い奉ります�

　　　　　　　　　　　　　（ますみつ三知子）�

■啓発委員会
　ジュニア会員も参加しているグループ展を見た。

才能の片鱗を見せる作家も何人かいて面白かった。

でもなにか物足りないんだなあ？若さというハチャメチ

ャなエネルギーまでは感じないし、何だろう小綺麗にま

とまり過ぎて居るのかなあ。でもでも軽い嫉妬を意識

したのも事実な訳で、自分自身のこれからのハンドリ

ングも含めて色 と々考えさせられましたよ。うーん、お

じさんも負けちゃ居られんぞう。お互い良い形で刺激

し合えるといいよね。　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　（村岡　良寛）�

■事業委員会
11月3日（水、文化の日）に霧島縦走パーティーを計

画中です。詳細は後日連絡いたします�

　　　　　　　　　　　　　　　　（蔵満　功）�

■ジュニア会員
　ついにやって参りました！！TENON展。今年のジュ

ニア会は、やつぱり何かが違います。メンバー？人数？

テーマが違う？いやいや、それだけじゃ無いんです。�

　積極的なんです！！今まで何処か遠慮がちで、なか

なか意見の出ないメンバー。昨年のTENONを終えて、

お互いをよく知り合うことの出来た今年。コミュニケ

ーションがとれてます。テーマも色のバトルだけど・・・

今年は打ち合わせ からバトルが始まってますよ。（凄

くイイことですよね。）　そこで皆さんにお願いです。

TENON展に来て下さい！作品を見て下さい！そして、

メンバー を見てあげて下さい！！きっと、みんな笑顔で

すよ。　�

�

かごしまデザイン協議会9月定例理事会議事録
●日時：平成１6年9月24日（金）�
●場所：ホテルタイセイアネックス　�
●出席：森重、松下、三坂、西、柳田、恵原、吉迫�
　　　岩元、塩津、竹下、大嵩、福森、　　、小森�
　　　（13名）　　 　欠席：梅田、島津�

●会長挨拶
●各委員会活動計画
【啓発委員会】
・８月２１日開催のジュニア会員との交流会について
　報告会員１３名、ジュニア会員１３名出席、自己紹
　介など行った。�

【事業委員会】
・アーツのＤＶＤは、11月25日タワーレコードより発売。
　２枚１組2,500円。販売協力のお願い。�
・10月16～17日のダイエーカルチャースクール講師
　は西・村岡氏の２名に依頼。�

・次年度事業予定の加藤登紀子コンサートについて
　資料に基づき説明。各委員会全員への主旨徹底
　を行なう。�

【広報委員会】�
・ホームページの会員情報更新については、準備をし
　て会員よりの参加待ち。�
・ニュースリリース１０月号の編集状況について説明。�
・副委員長の吉迫氏が、（有）リ・ラックを開業独立。
　渕上印刷はデ協担当者が替わるので併せて報告。

【かごしまデザインフェアについて】
・10月6日開催の第３回運営委員会で、フェア2005
　のテーマ・キャッチフレーズを決定。今後ポスター、
　案内リーフレットの原稿案作成、了承後印刷の予定。�

【その他】
・デザイン協議会10周年記念パーティ兼フェアオー
　プニングパーティは、２月１５日城山観光ホテルで行
　う→決定�
・第３回ジュニア会員展（10月9日～11日）「てのん」
　→参加協力の要請。�

�

↓前号の答え（ますみつさんでした）�

ヒント：髪型はあまり変わっていない？�

二歳年下の弟が、十年前突然倒れ、その日の
内に天国に旅立った。物作りだった彼の、完
成しえなかった想い夢は、何だったのだろうと、
ぼくは仕事をしながら考えている。・・・�

各委員会より

特定サービス産業実態調査（デザイン業）結果のあらまし  
平成16年経済産業省�

■マルチメディアを除くすべての業務種類で売上高は減少■�

●業種別年間売上高�

●就業者規模別の事業所構成比�

事業所数�
就業者数�
年間売上高�
　1事業所当たり�
　就業者1人当たり�

　　　計�
インダストリアル�
クラフト�
ジュエリー�
パッケージ�
グラフィック�
サイン�
ディスプレー�
インテリア�
テキスタイル・ファッション�
マルチメディア�
その他�

162,462�
13,874�
645�
956�
9,082�
75,837�
6,450�
8,315�
13,246�
4,750�
5,582�
23,723

139,603�
12,370�
625�
860�
7,907�
64,214�
4,411�
6,408�
10,676�
3,741�
6,621�
21,772

100.0�
8.9�
0.4�
0.6�
5.7�
46.0�
3.2�
4.6�
7.6�
2.7�
4.7�
15.6

▲14.1�
▲10.8�
▲  3.1�
▲10.0�
▲12.9�
▲15.3�
▲31.6�
▲22.9�
▲19.4�
▲21.2�
18.6�

▲  8.2

業務種類別�
平成12年�
（百万円）�

平成15年�
（百万円）�

�
構成比（％）�

�
構成比（％）�

2394事業所�
1万1113人�
1396億円�
5943万円�
1256万円�

（対12年比　　▲11.0％減）�
（対12年比　　▲17.1％減）�
（対12年比　　▲14.1％減）�
（対12年比　　▲  3.4％減）�
（対12年比　　　  3.6％増）　�

平成156年�
デザイン業�
2349事業所�

1人～2人�
51.8％�

3人～5人�
21.2％�

5人～9人�
16.8％�

10人～29人�
8.4％�

30人以上�
1.8％�

　平成15年の事業所数は、2394事業所で、前回調査（平成12年）に比べ、
▲11.0％の減少になりました。�
　事業所数を就業者規模別に見ると、「1人～2人」規模が1217事業所（構
成比51.8％）、次いで、「3人～4人」規模が498事業所、同21.2％、「5人
～9人」規模が395事業所、同16.8％となっており、9割弱の事業所が9人
以下の規模に集中しています。�
　デザイン業は6割を超える事業所が会社組織であるものの、「1人～2人」
規模の事業所が全体の5割を占めています。�

　平成15年の年間売上高は、1396
億円で、前回調査に比べ、▲14.1％
の減少となりました。業務種類別に見
ると、デジタルコンテンツのデザイン、
コンピュータグラフィック等を含む「マ
ルチメディア」が66億円、前回比18.6
％の増加となったほかは、「グラフィック」
が642億円、同▲15.3％減、「インダ
ストリアル」が124億円、同▲10.8％減、
「インテリア」が107億円、同▲19.4
％などすべての業務種類で前回調査
に比べ減少となりました。�
�
�
�
　　　　　　　情報提供　森重�


