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克雄

次世代自動車用マグネットシートの作成と電気自動車のラッピングデザイン
埼玉県が公用車として次世代自動車を導

ピングされた「スバル電気自動車」１台だ

入するにあたり、次世代自動車を県民にア

けでしたが、県のマスコット「コバトン」

ピールし、普及の促進を図るために、導入

をモチーフとした優しい図柄のクルマを前

した次世代自動車に貼付表示するためのマ

に、上田県知事よりサデコに「感謝状」が

グネットシートの作成依頼を、県環境部青

贈られました。
知事は記者団に囲まれるなか、音もなく

空再生課よりいただきました。
サデコでは、デザイン振興委員会と大宮

走行する電気自動車に同乗され「ずいぶん

地区会員有志をプロジェクトメンバーと

静かですね…」と環境問題に意を強めてお

し、昨年夏より県青空再生課との協働がス

られたようでした。

林

哲也理事長

タートしました。デザインコンセプトは、
埼玉県の取り組みであること。環境にやさ
しい自動車であること。次世代自動車であ
ること。そしてそれらをわかりやすく伝え
ることとし、デザイン提案を重ね、数ヶ月
かけてデザイン決定に至りました。
また、マグネットシートのデザイン決定
に併せて、同じく県が導入する電気自動車
（スバル・ステラ）に施すラッピングデザ
インも進めました。
電気自動車のラッピングデザイン作成
は、年末の慌しい時期の作業になってしま
いましたが、年明けの納車までには、何と
か施工も済ませることができました。
サデコのプロジェクトメンバーをはじ
め、青空再生課の皆様、施工をしていただ
いたサデコ賛助会員のデサン様、ありがと
うございました。

田端 克雄

「上田県知事から感謝状を戴いて…」
サデコさんに『上田県知事から感謝状を
贈りたい』…と、本年１月に県の青空再生
課から連絡が入りました。
埼玉県は、公用車に、ハイブリッドカー
及び電気自動車などの「エコカー」を採用、
その車を P R するためのカーラッピングの
デザイン（車体広告）がサデコに委託され
ました。
「住み良い社会の創設にデザインを通し
て貢献する」ことを会の目標としている私
たちの活動が、評価されたものと思います。
１月１８日県庁広場にて、ラッピングさ
れた各車の展示発表会と感謝状授与が行わ
れました。電気自動車としては、フルラッ
サデコプロジェクトメンバー：森田充則、竹田良雄、田積正敏、権田 功、田端克雄

お問い合せ

SADECO 事務局

email:info@sadeco1.com fax:048-261-2438

02

SADECO JOURNAL 34

2009 年度 6 月総会、2 月総会
■2009年度6月総会 6月13日開催

■2009年度2月総会 2月13日開催

「2008年度事業概要報告/収支決算報告・監査報告」の審議

「2010年度事業計画/収支予算計画」の審議

会場：埼玉県産業技術総合センター（SAITEC）4Ｂ会議室

会場：埼玉県立近代美術館 講堂

議長：林 哲也

議長：権田 功

司会：山岡和彦

司会：福井政弘

議事録作成人：権田 功 千田正勝

議事録作成人：山岡和彦 田端克雄

議事録署名人：長野繁敏 和泉賢二

議事録署名人：和泉賢二 竹田良雄

● 第1号議案

● 第1号議案

2008年度事業概要報告

2010年度事業計画案の報告：染谷珠樹

・総会/理事会活動報告、実施事業の概要報告、

●第2号議案

委員会/地区会活動報告：染谷珠樹

2010年度収支予算計画案の報告：長野繁敏

●第2号議案

当期（予算）収入合計/5,068,200

2008年度収支決算報告：長野繁敏

当期（予算）支出合計/5,759,725

当期（決算）収入合計/￥5,315,196

前期繰越金から/691,525

当期（決算）支出合計/￥5,345,539

●第3号議案

監査報告：竹田良雄

社員移動状況の報告：長野繁敏

●第3号議案

2009年12月31日現在の正社員数/69名 賛助会員数/4機関 それぞれ

社員移動状況の報告：長野繁敏

報告し、議場に承認を求めたところ、全会一致で承認された。

2009年3月31日現在の正社員数/69名 賛助会員数/5機関 それぞれ

・総会終了後、特別会員（顧問）新規入会希望者を招き懇話会を催

報告し、議場に承認を求めたところ、全会一致で承認された。

した。盛会のうちに終了、散会した。

・総会終了後、「2008年度活動報告・懇話会」を終え散会した。

デザイン振興委員会レポート

田端

第６回埼玉北部地域技術交流会に初出展
主催する埼玉県産業技術総合センターよ
りご案内をいただき、平成 21 年 11 月 11

雨天にもかかわらず、来場者は昨年以上と
のことでした。

日（水）に開催された、埼玉北部地域技術

次回もぜひ参加させていただき、より積

交流会に初めて出展し、協議会の活動を紹

極的に産学官との交流ができることを期待

介させていただきました。

しております。

会場は深谷市にある埼玉工業大学構内の
大乗殿。50 社以上の県内の中小企業とと
もに、県内６つの大学や支援機関、金融機
関等も出展されていました。各ブースでは、
新規事業・研究の紹介および製品が多数紹
介され、産学官の交流が熱心に行われてい
ました。
また、展示スペース隣の会場では、本田
技術研究所の新村氏による、次世代自動車
の開発動向についての講演会も開催され、

克雄
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赤井

克重

竹田

良雄

新サデコショップ SAITEC1 階にオープン
サデコショップがスキップシティに新し
くオープンしてから、およそ半年が過ぎよ
うとしています。出店にあたり快諾を頂い
たスキップシティ関係者の皆様、また什器
等の運搬や塗装に休日返上で助力を頂いた
サデコの会員の皆様、そして各授産施設の
関係の皆様の並々ならぬ御助力御尽力によ
り、ひとまずショップは軌道に乗りつつあ
ります。この場をお借りして、厚く御礼申
し上げます。
サデコショップは、サデコのアンテナ
ショップとして、福祉産品を扱うお店とし
て、大宮ソニックシティ 31 階に生まれま
した。当時としては授産品等を専門的に扱
うショップは全国的にも少なく、本当の意
味でのパイオニア的ショップであったと思
います、現在でも、ショップに並んでいる
自分の作品を見る制作者の目の輝きは、今
をもっても色あせるものではありません。
地域に、そして消費者にそして施設の方々
に更に愛されるショップ目指して、今後と
も試行錯誤を繰り返しながらも、運営を継
続していきたいと考えています。これから
もサデコショップをどうかかわいがって頂
きますよう、宜しくお願い申し上げます

SS・福祉委員会レポート

平成21年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業
平成 21 年度埼玉県経営アドバイザーに

の国半生うどん「ヌゥどん」としました。

よる経営指導・支援事業に SADECO が委託

ホームページ開設支援は、施設側で管理

を受け 2009 年 10 月 6 日〜 2010 年 3 月 19

できる頁を設け、簡単に更新できるブログ

日までの計 10 回、心身障害者デイケア施

形式を導入しました。施設側の感想として

設「グリーンフィンガーズ」に対してデザ

は、ホームページのデザインイメージに負

イン支援を行いました。

けないお店にしたいと言っておりました。

支援内容は、1. 現状パッケージの分析、
2. 新製品開発指導＆制作支援、3. 新ホーム

今後も経営アドバイザー支援を活用した
施設が多く出る事を願っています。

ページ開設指導＆制作支援です。
新商品開発にあたってグリーンフィン
ガーズの要望で、さいたま市のマスコット
キャラクターである「つなが竜ヌゥ」を使
用。グリーンフィンガーズがさいたま市で
の活動をより印象づけるために商品名を彩

お問い合せ

SADECO 事務局

email:info@sadeco1.com fax:048-261-2438

http://www.gfday.net/
施設側：西坂施設長、安田まさ子

SADECO: 竹田良雄
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権田

埼玉住まい・まちづくり交流展

功

2009 in 深谷

埼玉住まい・まちづくり交流展 2009 に

への支援内容の紹介と施設の商品のパウン

［仲間展参加メンバー］
：青木さん（写真 / 食品）
、

おいて、私たち SADECO も「サデコ仲間展」

ドケーキの販売も行い、初日にほぼ完売、二

神田さん（写真 / 建築）
、
黒岩さん（自転車製品）
、

を開催しました。埼玉住まい・まちづくり

日目は展示だけとなるほど大変好評でした。

権田さん（テーブル）
、
田積さん（植物イラスト）
、

交流展（連絡先：建築学会埼玉支所）は、

私たちの展示は、表に面した蔵の１階

埼玉県内の住まい・まちづくりに関わる団

を利用させて頂き、古い木造の蔵空間に、

体が年に一度集まり、日頃の活動成果の交

SADECO の活動紹介や、メンバーの色とり

流や研究会を公開で行っています。２009

どりの作品といった、何時もと少し違った

年は 10 回目を数え、深谷で市民団体が運

作品展となりました。これからも、少しで

営している旧七ッ梅酒造を会場に 10 月 24

も SADECO の活動について知って頂く機会

日（土）～ 10 月 25 日（日）の二日間で開

を大切にしていきたいと思います。ご協力

催されました。

頂いた方々には、心よりお礼申し上げます。

SADECO は、デザイン振興委員会と大宮
地区のメンバーを中心に有志が集まり、加
えて林さんと福井さんのお孫さんたちが、
サデコスクール「親子でつくる楽器教室」で
制作したアルペンフォルンも出展して頂き
ました。また、SADECO がデザイン支援さ
せて頂いた授産施設グリーンフィンガーズ

調所さん（自動二輪車イラスト）
、中村さん（展
示ディスプレー制作パネル）
、小池さん（グラ
フィック関係）
、田端さん（食品パッケージや
書籍類等）
、
矢野さん（家具 / 椅子）
、
星野さん（家
具 / 椅子）
、森田さん（食品パッケージ）
、吉田
さん（フラワーイラスト）
、竹田（食品パッケー
ジ等）
［協力］
：株式会社デサン、王子特殊紙株式会社、
平和紙業株式会社

SADECO JOURNAL 34
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山岡

和彦

染谷

珠樹

KDF との交流会「横浜港開港・K+150 ツアー」
2009 年 9 月 13 日（日）に横濱開港 150
周年イベントで賑わっている横浜で社団法
人かながわデザイン機構（ＫＤＦ）と交流
会を開催致しました。08 年の「川越探訪」
に引続き、今回は場所を横浜に移し、ＫＤ
Ｆの皆様にご案内頂きながら参加者、約
20 名が一緒に探訪しました。
コースは、当日、総帆展帆（そうはんて
んぱん）が行われる帆船日本丸を起点に横
浜みなと博物館→ドッグヤード（昼食）→
赤レンガ倉庫 →飛鳥Ⅱが出迎えてくれた
大桟橋国際客船ターミナル→山下公園→マ
リンタワー→中華街散策→台湾料理 青葉
で懇親会と晴天にも恵まれ充実した会員ど
うしの交流会となりました。

お問い合せ

SADECO 事務局

email:info@sadeco1.com fax:048-261-2438
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SS・福祉委員会レポート

和泉

賢二

授産施設「春里どんぐりの家」支援
● 経 緯： さ い た ま 市 か ら 要 請 を 受 け、

大ねこ POP。機能が伝わるディスプレー作

○プロジェクトメンバー

春里どんぐりの家：

SADECO メンバーが「春里どんぐりの家」

成。運搬用ケース兼用ディスプレーの作成。

施設員・金田、鯨井、多田

利用者・中里、宮野、

を訪問したのは 2009 年 8 月 1 日、最終日

●感想他：仲間が積極的に取り組むように

野口

の 2010 年 3 月 13 日までの計 5 回。課題

なりクオリティが向上した。の感想をいた

等のヒヤリング、商品改良案・新提案サン

だきました。
「どんぐりの家」の皆さんの頑

プル提示、パッケージ、ネーミングの提案、

張りと我々のサポートの掛け算で、いい結

販売支援ツールの協議 等を重ねました

果が出たと思います。3 月 16 日 ｢授産施設

●アドバイザーの内容：1．お客様視点の

アドバイザー報告会」( さいたま市障害者

商品開発 ２．パッケージの開発 ３．販

総合支援センター ) で「仲間の思いをサポー

売支援ツールの開発

トするプロジェクト」として、経緯とその

●成果：１．どんぐりの家シリーズの新商

成果を報告しました。

ADECO：赤井克重、染谷珠樹、竹田良雄、

田積正敏、長野繁敏、山岡和彦、吉田美智代、
和泉賢二

品開発（廃材使用の ｢おもちゃの家｣、
松ぽっ
くりのクリスマスツリー等 )。ねこシリー
ズの改良、新商品開発 ( ねこばさみ、カー
テンラッセルの改良。OA セット、ねこファ
ミリー ( 大中小 ) の商品開発）
。２．アクリ
ルたわし、髪飾り等のラベル作成。プライ
スカード ( ねこの名前手書き標記等 ) の改
良。OA セット (PC バッグ＆ねこクリップ
クリーナ ) の透明パッケージ、ラベル作成。
３．CI(「春里どんぐりの家」のイメージ創
り ) 作成、そのストーリーボード POP 作成。

スクール委員会レポート

第 23 回サデコスクール、
「親子でつくる楽器教室」
平成２１年７月２５日（土）
、
２６日（日）

しくも個性的なアルペンホルンが出来上が

小川町の埼玉伝統工芸会館にて、第２３回

りました。この他、
紙管タイコ・ミニドラム、

サデコスクール「親子でつくる楽器教室」

ギター、竹琴、ツリーチャイムなど子ども

が行われました。参加者は、
親子１２組（子

たちの独創性豊かな楽しい作品が勢ぞろい

ども２０人、大人１４人）
。

しました。昨年参加した時に見ていた楽器

開校式では東京フィルハーモニー交響楽団

を今年つくりたいと思って参加してくれた

の首席トランペット奏者・古田俊博氏、辻

子もいました。

本 憲一氏とそのグループをお招きして、管

作品完成後に演奏会を行いましたが、完成

楽器ミニコンサートを実施しました。子供

したばかりの楽器を奏でる子どもたちの表

たちは間近で聴くプロの生演奏のすばらし

情が明るく印象的でした。一生の思い出に

さと迫力に圧倒された様子でしたが、楽器

なることでしょう。

作りの意欲が自然に高まったようです。

今年度は、独立行政法人国立青少年教育

今年の製作楽器は、恒例のアルペンホル

振興機構「子どもゆめ基金」の助成を受け

ンが８本。ボール紙、ガーゼ、和紙を巻い

ることができたので、材料の準備はもちろ

て作りますが、長さが１８０ｃｍもあるの

ん講師の先生方もたくさんの方にお願いす

で親子が協力しなければ完成しない大作で

ることができ、充実した事業になりました。

す。色彩の仕組みの指導も功を奏して、美
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事務局から
2009 年度（平成 21 年度）は忙しい年でした。終了した催事、事

・KDF ＆ SADECO 会員交流会 in Yokohama/150th Year 参画

業は下のようになります。

・新店舗（サデコショップ）SAITEC 1 階に再開店：10 月 30 日

・第 23 回サデコスクール：7 月 25・26 日盛会の内に終了

・
「埼玉住まい・まちづくり交流展」参加

・SADECO ホームページ リニューアル開示：8 月 31 日

・
「埼玉県北部地域技術交流会」参加

・
「春里どんぐりの家」
（授産施設）商品開発・デザイン支援終了

22 年度も行動予定がビッシリ詰まっています。事業の準備・展開

・平成 21 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業

に付きましては、その都度ホームページに開示してまいります。

に参画、デザイン支援終了

逐次 会員の皆様に案内、報告してまいりますので是非ご覧下さい。

・県次世代自動車サインデザイン支援終了（シール＆ラッピング）

事務局長

長野繁敏

地区会「大宮地区活動」
毎年好例の筍狩り＆バーベキュ大会は好天にも恵
まれ、今年も吉田家のご好意により、たくさんの
筍と超おいしい肉を堪能しました。
今 年 度 は 他 団 体 と の 交 流 と い う 事 で、11 月 に、
「埼玉住まい・まちずくり交流展 2009」というイ
ベントに「サデコ仲間展」というタイトルで参加し、
大宮地区は、会場レイアウト、作品集め、会場設
営と大宮地区のパワーを印象づけることになりま
した。

大宮地区リーダー

星野

勇

平成 22 年度 第 24 回サデコスクールについて
小川町の埼玉伝統工芸会館にて７月 24 日（土）
、25 日（日）の 2 日間に亘って開催予定です。
詳細が決まりましたら、当協議会の Web に掲載するとともにリーフレットを作成してご案内いたします。
昨年度同様、多くのご家族の参加と皆様のご協力をお願いいたします。サデコスクール委員会 染谷珠樹

あとがき

貴重な時間を割いて実活動に参加された方、ご苦労様でした。

『デザインは生活そのもの、生活はデザインそのもの』この言葉は、

そして年会費をきちんと納めバックアップされた方がた（賛助会

サデコ発足時からつづく主張です。いま、この生活不況の荒波に直

員も含め）
、有り難うございました。この両輪が、うまくかみ合っ

面しながらも私たちは、
「生活とデザイン」を軸に活動しています。

ていい結果が出せたと思います。一方ホームページという情報メ

◆ 今号を編集する中で、うれしい驚きがありました。それは 4 つ

ディアからも、サデコの活動をご覧になって頂ければ幸いです。

の委員会すべてが、今まで以上に充実した活動をしたことです。

◆最後に誤字脱字などありましたら、ご容赦ください。

ページの関係上残念ですが、全てくまなく紹介とは行きません。

情報交流委員会 福井政弘

■賛助会員
中央電子工業株式会社
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株式会社 中賀堂 http://www.chugado.co.jp/index.html

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18

株式会社デサン http://www.dessin.co.jp/
埼玉スバル自動車株式会社 http://www.saitama-subaru.co.jp/
菅原印刷株式会社 http://www.sugawara-p.co.jp/
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