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帆を立て前進
埼玉デザイン協議会は公益社団法人としてスタート

埼玉県上田知事のごあいさつ
2011 年 6 月総会、2011 年 9 月・12 月臨時総会、2012 年 2 月総会
寄居町円良田湖活性化計画 キックオフミーティング
第８回 埼玉北部地域技術交流会に出展参加
SAITEC ものづくり開発支援研修―ものづくり商品デザインコース
第 25 回サデコスクール、「親子でつくる楽器教室」
埼玉県経営アドバイザーによる研修会
2011 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業
●川越いもの子作業所

●入間東部むさしの作業所 ●つばさ共同作業所

●グリーンドア ●ほっとすてーしょん

さいたま市授産活動活性化セミナー「商品陳列を学ぶ講座 3 回」
2011 年度さいたま市授産施設支援アドバイス
●障害者福祉施設「ほっとラウンジ」

サデコショップ「秋の収穫祭」
事務局から。地区会活動。サデコ会員募集。
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2012 年 4 月 1 日 公益社団法人埼玉デザイン協議会としてスタート
ごあいさつ
この度、埼玉デザイン協議会が公益社団法人に移行されましたことを心からお
喜び申し上げます。
貴協議会は１９８６年の設立以来、デザインを通して、住みよい生き生きとし
た生活環境の創出を目指して活動されてきました。特に子どもたちを対象とした
ものづくり体験事業であるサデコスクールや、授産施設の製品製造販売事業であ
るサデコショップの運営は特筆すべきものであります。これらの活動は、埼玉県
の産業振興や福祉の向上、子供たちの健全な育成などに大きく貢献されています。
また、埼玉県が公用車として電気自動車を導入した際には、車に貼付するマグ
ネットシートやラッピングのデザインに御協力をいただき地球にやさしい電気
自動車のＰＲ効果を高めていただきました。視覚に訴えかけるデザインは、情報
の伝達という面で重要な要素と考えております。今後も、これらの活動を通じて、
ますます県行政の推進に御協力いただければと思います。
貴協議会が公益社団法人への移行を契機に更なる公益の増進や活力ある社会
の実現に御貢献いただきますよう、お願い申し上げます。
結びに公益社団法人埼玉デザイン協議会のますますの御発展、御活躍を心から
祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

ごあいさつ
（社）
埼玉デザイン協議会
（略称サデコ）
は、
本年 3 月 21 日に「公
益社団法人」に認定されました。当会は設立以来、
地域の文化・
産業・福祉の分野において、四半世紀にわたり支援活動を行
なってきました。その永続的な活動が認められ、本年 4 月 1
日より【公益社団法人埼玉デザイン協議会】として新たに発
公益社団法人

足いたしました。

埼玉デザイン協議会

今後は、公益法人としての責務を重く受け止め、従来にも

代表理事 林 哲也

まして、幅広く地域活性化のために貢献いたしたく、6 委員
会によりデザイン支援活動を
推進いたす所存です。当会賛
助会員をはじめ、行政及び関
係機関の皆様のさらなるご理
解とご指導を賜りたくお願い
申し上げます。
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2011年6月総会、2012 年 2 月総会、2011 年9 月・12 月臨時総会
■2011年9月臨時総会 9月17日（土）開催

■2011年6月総会 6月25日（土）開催
「2010年度事業概要報告/収支決算報告・監査報告」の審議

「公益社団法人定款案/2011年度改定事業計画・収支補正予算案/2010年

会場：埼玉県産業技術総合センター7階研修室1.2

改定事業報告・改定決算報告・監査報告」の審議

議長：村上 剛 司会：福井政弘 議事録作成人：森下敞明 吉田美智子

会場：さいたま市市民活動センター

議事録署名人：中村真之介 江口 勲

議長：林 哲也 司会：福井政弘

●第1号議案：2010年度事業概要報告

議事録作成人：長野繁敏 山岡和彦

・総会/理事会活動報告

議事録署名人：竹田良雄 千田正勝

・実施事業の概要報告

●第1号議案：公益社団法人定款案

・委員会・地区会活動報告

事務局長和泉賢二氏に説明が求められ、第27条の変更案を含む定款の変

いずれも事務局長和泉賢二氏に報告が求められ、議

更案について、議場に承認を求めたところ、全会一致で承認された。

場に承認を求めたところ、全会一致で承認された。

●第2号議案；2011年度改定事業計画・修正補正予算案

●第2号議案：2010年度収支決算報告・監査報告

理事長野繁敏氏に報告が求められ、定款上の事業、それに対応する予算

当期（決算）収入合計/￥8,094,935

等について詳しい説明があった。議場に承認を求めたところ、全会一致

当期（決算）支出合計/￥7,546,118

で承認された。

いずれも理事野繁敏氏に報告が求められ、議場に承認を求めたところ、

●第3号議案：2010年度改定事業報告・改定決算報告案・監査報告

全会一致で承認された。

理事長野繁敏氏に報告が求められ、改定箇所について具体的な説明が

理事竹田良雄氏に監査報告の説明が求められ、議場に承認を求めたとこ

あった。議場に承認を求めたところ、全会一致で承認された。

ろ、全会一致で承認された。

監事木村路子氏に監査報告の説明が求められ、議場に承認を求めたとこ

●第3号議案：社員異動状況報告

ろ、全会一致で承認された。

事務局長和泉賢二氏に説明が求められた。

■2011年12月臨時総会 12月24日（土）開催

2011年5月14日現在正社員数/63名 賛助会員数/5機関
それぞれ報告し、出席者全員が確認した。

「公益社団法人定款修正案」の審議
会場：さいたま市市民活動センター

＜サデコ活動報告会＞
6月25日(土)、SAITEC７F/研修室1.2で、PM2:00～3:10開催しました。

議長：浜本克哉 司会：田端克雄

参加者は行政からのご来賓8名、授産施設から8名、特別参加のかながわ

議事録作成人：星野 勇 田中 薫

デザイン機構さん等から6名、日大生産工学部等の学生さん達5名、サデ

議事録署名人：清水吉治 福井政弘

コはショップスタッフの皆さまと会員で26名、合計53名でした。

●第1号議案：公益社団法人定款修正案

司会進行 は和泉事務局長。林理事長挨拶の後、ご来賓の埼玉県福祉部障

事務局長和泉賢二氏に説明が求められ、補正・修正を経た定款の変更

害者自立支援課副課長関口様、埼玉県産業技術総合センター技術革新支援

案と再修正の箇所について、議場に承認を求めたところ、全会一致で

室担当部長影山様、さいたま市障害者総合支援センター所長小津様、川口

承認された。

市福祉部わかゆり学園園長鈴木利夫様からご挨拶をいただきました。

■ 2012 年 2 月総会

パワーポイントを使っての報告者は山岡理事。「寄居町地域活性化シン
ポジウム」、「埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業」、第
24回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」等の昨年の活動を報告、
また四半世紀を迎えるサデコの始まりから 今日までの多岐に及ぶ活動
を、それぞれのエピソードを交えて紹介しました。サデコの活動がよく理
解され、お客さま、また会員も改めて「サデコの魅力」を認識されたこと
と思います。特に学生さん達には新鮮な驚きがあったとのことです。
彼らが明日のサデコを担ってくれると確信できた報告会でした。
■3：30から田端理事の進行でサデコ交流会を始め、赤井理事により福祉
施設等で造られた製品を持ち込み、試食ならび商品紹介をしていただき、
約45分の間交流を深める為の歓談、特に学
生達は有意義な時間を過ごせたようです。
最後にムッシュ林によりマジック演題「い
としき想い」を披露していただき午後4時半
に終了しました。

2 月 18 日（土）開催

「2012 年度事業計画案 / 収支予算案・定款変更案修正」の審議
会場：さいたま市市民活動センター
議長：星野 勇 司会：千田正勝 議事録作成人：和泉賢二 竹田良雄
議事録署名人：福井政弘 浜本克哉
●第 1 号議案：2012 年度事業計画案
理事長野繁敏氏に説明が求められ、定款上の事業について、議場に承認
を求めたところ、全会一致で承認された。
●第 2 号議案：2012 年度収支予算案
当期（予算）収入合計 / ￥7,897,300
当期（予算）支出合計 / ￥7,801,713
前期繰越金から / ￥1,602,030
いずれも理事長野繁敏氏に説明が求め
られ、事業に対応する予算について、
議場に承認を求めたところ、全会一致
で承認された。
●第 3 号議案：「定款変更案」修正
事務局長和泉賢二氏に説明が求めら
れ、定款変更追加案について、議場に
承認を求めたところ、全会一致で承認
された。

お問い合せ

SADECO 事務局

email:info@sadeco1.com fax:048-261-2438
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地域活性化デザイン委員会レポート

権田

寄居町円良田湖活性化計画

功

キックオフミーティング

寄居町は、埼玉県の北西部、都心から

として賑わい、季節には近郊からの遠足の

ザイン協議会／現公益社団法人埼玉デザイ

70km 圏に位置し、関越自動車道花園イン

名所でもありました。湖畔には、釣り客用

ン協議会）を開催しました。当日は平日に

ターチェンジに隣接した町です。荒川が秩

の旅館や食堂も営まれてもいました。とこ

もかかわらず、地元周辺の方々を中心に 20

父の山間から関東平野に流れ出す扇状地の

ろが、釣り人口の減少や若者たちの釣り離

人余りの方々にお集まり頂きました。主催

要に発達した町で、
「名水百選（1985 年：

れもあり、釣り客を中心に栄えてきた円良

者それぞれの挨拶の後、出席者を代表して

旧環境庁）
」
「水の郷（1995 年：旧国土庁）
」

田湖は、しだいに花見客等も減り、宿泊客

寄居町商工会長の柴崎様にご挨拶頂きまし

も減り、一時の賑わいはなくなってしまい、

た。出席者の方々には、ミーティングに入

認定された水と緑の美しい町です。そして、

旅館や食堂も今では営業していません。

る前に円良田湖の現在の様子をご覧いただ

円良田湖は寄居町北西部、美里町との境に

そこで、私たちは寄居町活性化の一つとし

き、二組に別れてそれぞれで円良田湖につ

位置する灌漑用の人造湖で、小高い山に囲

て、円良田湖とその地域の活性化を願い、

いて意見を述べて頂きました。

まれた美しい湖です。知る人ぞ知る関東近

住民の人たちと共に考えていこうと、先ず

平成 24 年度は、地域の人たちと共に円良

郊のへら鮒釣りのメッカで、冬季はワカサ

平成 24 年 3 月 26 日（月）
（ 仮称）円良田湖

田湖活性化に向けて、具体的にどうして行

ギ釣りが中心となり多くの釣り客が訪れま

活性化計画キックオフミーティング（主催：

くのが良いか考えていきたいと思います。

す。とはいっても、かつて春には桜の名所

寄居町、寄居町観光協会、社団法人埼玉デ

「水源の森百選（1995 年：林野庁）
」として

地域活性化デザイン委員会レポート

第８回 埼玉北部地域技術交流会に出展参加
行田市にある、ものつくり大学を会場として、第８回埼玉北部
地域技術交流会が、
平成 23 年 11 月 9 日（水）に開催されました。
会場では、産学官の交流を図るため、製品の紹介や新規事業・
研究などが 84 のブースで展示紹介されました。サデコの参加
も３年目となりブースでは、授産施設への「ものづくりデザイ
ン支援事業」
、授産施設製品の販売事業「サデコショップ」
、地
域の「売れる商品づくり」のお手伝い、などについて紹介させ
ていただきました。また、ものつくり大学・神本学長による、
低エネルギー社会におけるものづくりについての講演も行われ
ました。
主 催：埼玉北部地域技術交流会実行委員会、
埼玉県産業技術総合センター
出展者：62 企業、6 大学、4 金融機関、15 支援機関
計 87（84 ブース）
参加者：787 名（出展者、スタッフ 240 含む）
担当：デザイン振興委員会（田端・権田）

田端

克雄
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田端

克雄

SAITEC ものづくり開発支援研修―ものづくり商品デザインコース
昨年度まで、埼玉県産業技術総合センタ
ー（SAITEC）の主催で開催されていた、も
のづくり開発支援研修を、平成 23 年度よ
り SADECO と SAITEC との共催で開催せて
いただくことになりました。
平成 23 年度は、ものづくり商品デザイ
ンコースとして、
「自社ブランドが欲しい」
「売れる商品をつくりたい」という想いの県
内中小企業の担当者を対象に、商品企画力
から PC によるデザイン表現、マーケティ
ング、Web を戦略的に活用する技法まで、
初めての方も基礎から学び参加できるスキ
ルアップ研修を実施しました。
平成 23 年 9 月から平成 24 年 2 月まで開
催された研修会の講師は、SADECO 会員と
SADECO の OB 会員が連携しながら務めさ
せていただきました。
平成 23 年度のコース研修は以下の内容
ですが、本年度も引き続き、SAITEC と共催
でのデザイン研修を予定しており、充実し
たものになるよう準備中です。

平成 23 年度ものづくり商品デザイン研修
◆商品プランニング 平成 23 年 9 月８日
（木）

（月）
・21日（火）Photoshop と Illustrator

グについて、キーワード、ネーミングなど

を使い、2 日間で企業の販売ツールを作成し

の考え方を実践的に学びました。

ました。

講師：宮島慎吾氏（武蔵野美術大学教授）

講師：佐藤真澄（女子美術短期大学准教授）

◆マーケティング 平成 23 年 10 月 5 日
（水）

◆プレゼンテーション体験 平成 23 年 10

自社ブランド、売れる商品づくりなど、マー

月 27 日（水）受講者の方は、東京ビック

ケティングによる販売促進企画を学びました。

サイトで行われる東京デザインマーケット

講師：田端克雄（有限会社フィールド・サイド）

を見学し、参加者のプレゼンテーション技

◆ Web 活用戦略 平成 23 年 11 月 4 日
（金）

法を体験しました。

インターネットを活用し、検索サイトか

講師：SAITEC 職員、SADECO 会員

らの顧客誘導や適切な情報伝達について、
Web による商品の購入・販売などの手法に
ついて学びました。
講師：権田 功（株式会社計画機構）
◆デザイン表現Ⅰ 平成 23 年 11 月 14 日
（月）
・
15 日（火）デザインソフトであ Photoshop、
Illustrator の基本操作を学びました。
講師：佐藤真澄（女子美術短期大学准教授）

商品プランニング研修（宮島）
デザイン表現研修（佐藤）

SADECO 事務局

平 成 24 年 2 月 20 日

マーケットイン手法による商品プランニン

Web 活用戦略研修（権田）

お問い合せ

◆デザイン表現Ⅱ

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

デザインマーケットを見学
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青少年育成デザイン委員会レポート

親子でつくる楽器教室 mini
2011 年 8 月 27 日（土）小川町埼玉伝統工芸
会館にて、サデコスクール「親子でつくる
楽器教室 mini」が開催されました。
本来ならば、記念すべき第 25 回目となる
毎年恒例のイベントなのですが、3 月 11 日
の東日本大震災の被災せれた方々への配慮
を考え、今回は 25 周年としてのイベント
としては見送りし、小規模イベントでの開
催という形にしました。
毎年 2 日間の開催にしている所を、今回は
2 時間という短い内容に変更し、午前の部
と午後の部の 2 回開催という形で実施し
ました。
時間的な制約から、制作楽器は紙筒たいこ、
うぐいす笛、牛笛の 3 種類とし、当日の飛
び込み参加も受け付ける自由度の高いイ
ベントにしました。その結果、合計で 11
組 19 名の親子が参加してくださいました。
参加してくださった親子やスタッフ達の
努力の甲斐あって、限られた時間の中で、
紙の切断・のり付けから、色塗りまで手際
よく作業を進めることができ、みなさんの
オリジナルの楽器を完成する事ができま
した。
楽器の完成後は子供たちが楽しそうに演奏
し、素敵な音色が小川町の青空と子供たち
の心に響き渡り、夏休みの良い思い出をつ
くる事ができたと思います。
今回のイベントでは、東日本大震災の被災
地への募金箱を用意し、当日参加してくだ
さった親子やスタッフの方達から 27,300
円の募金を頂き、被災地への義援金として
全額寄付させて頂きました。
被災された皆様に対しまして、心よりお見
舞いを申し上げます。

千田

正勝
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和泉

賢二

埼玉県経営アドバイザーによる研修会
入間東部むさしの作業所の経営指導を担当

学園」
（田端）と、それぞれののニーズに合

講堂において埼玉県福祉部主催「工賃引き

された
（株）FVP の取締役稲山由美子氏が、

わせたデザイン指導の成果を発表しました。

上げのための経営アドバイザー研修会」が

工賃アップするには、冷静に実情を分析、

5．個別相談会（16：00 ～ 17：00）

行われました。これは「工賃の向上に積極

思い切った改革が求められることを、数字

SADECO（竹田と田端、江口と和泉の 2 組

的に取り組む授産施設を支援するため、経

を使って説得力のある内容を語られました。

に分かれて）による個別相談会を行いまし

営指導等を行うことにより、事業所等で働

3．経営アドバイザーによる
（デザイン指導）

た。自主製品のいきづまり、パッケージが

く障害者の工賃を引上げ、障害者の経済的

の事例発表（15：10 ～ 15：25）

いまいち等の悩みや、販促物の改善等の要

自立を目指す取り組みを支えることを目的

ゆりヶ丘学園の主任指導員押田怜美氏が

望があり、7 施設が 23 年度工賃倍増支援事

とする」埼玉県の「経営アドバイザー制度」

SADECO のデザイン指導を受け、
「Cafe Lilly

業に応募したいとのことでした。

事業を知ってもらうもので、多くの授産施

Hill」というバーチャルショップの設定、新

設関係者が参加されました。SADECO は平

ロゴ開発、
新クッキーの商品化、
新包装展開、

成 22 年度の支援事業
（5 件）
を発表しました。

プリンのラベルのリニューアル等で、商品

１．経営アドバイザーによる（経営指導）

力がパワーアップしたと発表されました。

の事例発表（13：00 ～ 13：30）

4．商品デザイン開発事例発表（15：25 ～

入間東部むさしの作業所の施設長小菅賢一

16：25）

氏が、従来の木工制作から花栽培に特化す

SADECO の「デザイン指導」事例を、それ

るアドバイスを受け、売り上げアップの実

ぞれのリーダーが、パワーポイントを使っ

例を、計画から実践、成果を生むまでを

て、発表しました。初めに SADECO を紹介

7 月 19 日（火）13：00 ～浦和地方庁舎

チャートを使って発表されました。

（和泉）
、
続いて「みのり」
「らくらく」
（竹田）
、

２．工賃アップセミナー（13：30 ～ 15：00）

「みんと」
（江口）
、
「
「晴れ晴れ」
「ゆりヶ丘

SS・福祉デザイン委員会レポート

江口

勲

平成23 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業 その 1「川越いもの子作業所」
平成 23 年度埼玉県経営アドバイザーによ

かし、男女分け隔てなく遊べる公園をテー

る経営指導・支援事業として SADECO が委

マにした『つみきの公園』をパッケージと

託を受け、2011 年８月 18 日から 12 月 27 日

共にデザインしました（写真１，
２，
３，
４）

までの計 10 回、埼玉県川越市の社会福祉法

川越ご当地 T シャツ企画については「大

人皆の郷「川越いもの子作業所」にデザイン

好き、
川越」
をテーマに川越の老舗ロゴ T シャ

支援を行いました。

ツなどの企画を立案しパンフレットデザイ

川越いもの子作業所は、オリジナル木工

ンと共にご提案しました（写真５）

製品の制作、T シャツや布バッグのプリン

ロゴマークについては現状をよりシンプ

ト、缶のリサイクルなどを行っている作業

ルにし、外国人観光客にもアピールできる

所です。

英字、モノづくりへのこだわりを伝えるた

支援内容は、木製品のデザイン、オーダー

写真 1

め「いいモノづくり」を加えました（写真６）

T シャツのパンフレットと川越ご当地 T シャ

写真 2

写真 3

ツ企画とそのパンフレット、ロゴマークや
キャッチコピーとなりました。
木工製品については古来より世界で愛され
ているパズル状の形遊び「タングラム」の提
案と既に木工製品を販売している 16 カ所の
セルプショップに行ったアンケート結果を生

写真 6

写真 5

施設側：大畠宗宏（所長）山崎茂雄（木工技術指導員）
、小林幸路（サービス管理責任者）
、石井賢太郎（T シャツ担当）
、奈良（PC 担当）
写真 4

SADECO：和泉賢二、田端克雄、江口勲

お問い合せ

SADECO 事務局

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

平成22 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業 その 2「入間東部むさしの作業所」
平成 23 年度埼玉県経営アドバイザーに

「フレンズ」での販売や、会社などでのノ

よる経営指導・支援事業として SADECO が

ベルティとして販売を検討したいとのこ

委託を受け、2011 年 11 月 14 日から 2012

とでこの事を念頭にデザイン展開を行い

年２月 25 日までの計 10 回、埼玉県富士見

ました。ネーミング、ロゴマークについて

市の社会福祉法人入間東部福祉会「入間東

はわかり易く覚え易い「エコポット栽培

部むさしの作業所」にデザイン支援を行い

キット ペーパーガーデン」
（写真 2）
に、
パッ

ました。

ケージはエコポットの保護を考え、帯形

入間東部むさしの作業所は、花の栽培・

写真 2
写真 1

状のパッケージを提案しました。
（写真 3）

販売や所内で行える各種軽作業を行ってい

また、併せて作業所のキャッチコピーやロ

る作業所です。今回の支援内容は、AICO

ゴタイプ（写真 4）
、エコポットの説明書

社製ハチポッターで制作のエコポットを利

やコースター、内容表示シールなども提案

用し、土や肥料、種などを同梱した「エコ

しました。
（真５）

写真 3

ポット栽培キット」のパッケージデザイン、
ネーミングデザインとそれに関連する販促
物のデザインでした。エコポットとは再利
用紙を利用した植木鉢で、吸水性に優れ、
土に埋めると微生物に分解され土に還ると
いう環境に優しい植木鉢です。
（写真 1）
デザイン提案に先立ち施設の希望を伺
い、施設で経営しているフラワーショップ

写真 5

施設側：小菅賢一（施設長） 栗本雅史 加藤忍

写真 4

SADECO：和泉賢二 江口勲 田積正敏 菊地俊孝

SS・福祉デザイン委員会レポート

竹田

良雄

平成22 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業 その 3「つばさ共同作業所」
平成 23 年度埼玉県経営アドバイザーに

今回の指導は、施設側で支援後、引続き

りつけ 3. コンパクトカメラによる商品撮

よる経営指導・支援事業に SADECO が委託

製作できるよう指導を行いました。

を受け 2011 年 11 月 2 日〜 2012 年 3 月 15

●販促物を中心にデザイン支援（企画〜印

最終日の撮影指導については、他事業所

日までの計 10 回、社会福祉法人鴻沼福祉

刷データ制作までの支援）●提案内容［引

からも参加。食品のおいしさを表現するた

会「つばさ共同作業所」に対してデザイン

き売り用（1）と販売店用（2）とに分ける］

めの「光と影」を創り出す簡単なライティ

支援を行いました。

1. こだわり感を表現（素材を吟味：国産大

ングテクニックを指導。今後、施設職員で

つばさ共同作業所はとうふ事業を始め３

豆を強調）ポップ調。キャラクターを中心

も撮影できることを実感していました。

年が経過、少しずつ商品開発や販路の拡大

に豆部長を登場 2. シズル感を表現（おい

を進めていますが、販売促進物のデザイン

しさ表現：高級感）和のイメージ（パッケー

レベルが上がらず、お客様へのアピール度

ジと統一）
。テーブルシーン：夏の涼しさ

が弱いと感じていました。

を感じる盛りつけ、冬の温かさを感じる盛

販売店用ポスター（製造技術アピール）

販売店用ポスター（冬イメージ）

販売店用ポスター（夏イメージ）

影テクニック等の支援。

施設側：大野博司、村井圭介
SADECO：和泉賢二 竹田良雄 吉田美智子

引き売り用ポスター

撮影指導風景
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田端
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平成23 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業 その 4「グリーンドア」
平成 23 年度埼玉県経営アドバイザーに

つたえる」の言葉を添え、商品には効果的

よる経営指導・支援事業として SADECO が

に商品説明も表記するよう努めました。

委託を 受 け、2011 年 11 月 1 日 か ら 2012

施設側：竹村絵里、大須賀良子、大久保圭子
SADECO：和泉賢ニ、田積正敏、菊地俊孝、田端克雄

年 3 月 6 日までの計 10 回に亘り、社会福

おえかきちょう（表紙に中の紙色が見える穴加工） ぽち袋（3 色セット・メッセージカード付）

祉法人あげお福祉会「グリーンドア」にデ
ザイン支援を行いました。
グリーンドアの主力製品は、ノート類・
封筒・便箋などの紙製品で、施設で印刷を

メモ帳－ memoru

施し商品化しています。支援希望内容は、

メモ帳－ afuko memoru

知名度アップ！そのためにも、事業所を象
徴するロゴマークを作成し、いままでの商
品のリニュアルを図るとともに、テイスト
あれこれクラフト
ひとこと箋（リーフ・どうぶつ・四季） （吹き寄せ・花ふぶき・星くず）

の違う新商品の開発を望まれました。
まず製作過程を見せていただき、現行商
品を確認しながら商品リストを作成。リ
ニュアル商品と新商品を、
「定番」
「モダン」

グリーンドアのロゴマーク

メッセージタグ（マークとメッセージ）

のジャンルに分け、打合せのたびに価格設
定も見直しながらアイテムを整理し、デザ
イン提案を進めさせていただきました。
新規作成したロゴマークには、
「きもち、

ひとこと箋
（樹と鳥、めくると図柄が変化）

ポケット手帳－見・聞・録
（モノトーン 3 色セット）

ひとこと箋（アフコ一筆啓上）

＊アフコ、afuko は施設オリジナルキャラクターの名前です。

SS・福祉デザイン委員会レポート

竹田

良雄

平成22 年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業 その 5「ほっとすてーしょん」
平成 23 年度埼玉県経営アドバイザーに

は整える）
。

よる経営指導・支援事業に SADECO が委託

パッケージデザインについては、当初オ

を受け 2011 年 11 月 2 日〜 2012 年 3 月 19

フセット印刷用としてコンストラクション

日までの計 10 回、
「ほっとすてーしょん」

とビジュアルを提案していましたが、印刷

に対してデザイン支援を行いました。

のコスト面で既成パッケージを使用する方

ほっとすてしょんの施設は、木のぬくも
りが感じられるログハウス風の建物。主に
パンやクッキーの製造販売をしています。

法で、シール貼り急遽変更しました。
施設側：高橋徳生
SADECO：和泉賢二 竹田良雄 中村真之介 吉田美智子

特にパン製造は埼玉県内でも有名なパン屋
「デイジイ」の会長指導で作っているので
本物の味です。また施設内には農園があり
野菜、果物や花の生産販売もしています。
今回の支援内容は、1. 施設のロゴマークの
考案。2、パン、クッキーのパッケージデ
パッケージ提案（ダミー）

ザイン開発等の支援。

最終決定パッケージ類

最初に施設に訪れた時に感じたままの施
設マークを考案。しかし、ブランドマーク
については施設理事の娘さんが描いた「ね
このキャラクター」に愛着があり、そのま

販売用クラフトカゴ提案
（中村提案：ダンボールで製作）

まパン、クッキーマークとして使用（体裁

お問い合せ

SADECO 事務局

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

販売店ブースイメージ案

組み立て易いように設計
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和泉

賢二

さいたま市授産活動活性化セミナー「商品陳列を学ぶ講座 3 回シリーズ」
■第 1 回 授産製品魅力アップセミナー」
９月２６日 ( 月 ) さいたま市障害者総合
支援センターで、施設職員および利用者対

■第 2 回 授産製品魅力アップセミナー
1 月２8 日 ( 月 ) 14:00 ～ 16:00
参加者は、6 施設 12 名でした。内容は、

■第 3 回

授産製品魅力アップセミナー

２月 27 日 ( 月 )

14:00 ～ 16:00

内容は、皆さんから写真でご報告いただ

象の ｢授産製品魅力アップセミナー」が行

商品陳列方法及びクリスマスを意識した

いた「クリスマス商戦ディスプレイの実践

いました。

ディスプレイ方法を学ぶということで、今

成果」を見ながら、問題点を掘り下げアド

前回 (2 月 8 日 ) の「授産活動活性化セミ

回は参加施設のディスプレイ実演をするこ

バイスをするというもので、竹田、江口、

ナー」－商品陳列を学ぶ講座－が好評だっ

とがメインでした。それに対して山岡、竹

山岡、和泉が講師で参加しました。参加者

たとのことで、参加できなかった施設の多

田、江口、和泉がアドバイスすること、で

は 5 施設 14 名でした。

くの方々からの要望に応える趣旨で企画さ

した。

はじめに、今までの講義のエッセンス等

はじめに、今回初めての参加者には、前

をおさらいしました（竹田）
。成果報告は 6

定員は 8 施設、16 名程度）を越えました。

回の講義のエッセンス、セミナーのまとめ

施設からあり、それぞれの担当された方か

内容は、商品陳列方法及びクリスマスを意

等、また前回出席の方には復習するカタチ

ら、考えや工夫したところを写真を見なが

識したディスプレイ方法を学ぶということ

で、店舗ディスプレイからの学び方、色と

らお話をされました。それを受けてさらに

で、山岡、竹田、江口、和泉が講師で参加

季節の関係、授産施設の商品展示の基本的

良くする具体的なアドバイス、また模範例

しました。

な考え方を、アップツウデートな実際の店

や海外例の提示をしました（江口）
。

れました。参加者は、10 施設 20 名（予定

講義編 ( 山岡 ) は、前回の銀座、池袋の

舗ディスプレーを例にレクチャーしました

続いて、参加された「ちひろ珈琲｣ さん

デパートや店舗ディスプレイからの学び方

( 山岡 )。続いて参加された施設のスタッフ

の、セールスキャッチコピーを開発する設

に加えて、色と季節の関係、クリスマス商

が、各々ディスプレイを工夫し実演しまし

定でブレーンストーミングをしました ( 山

戦に向けての授産施設の商品展示の基本的

た。それぞれに意見交換、アドバイス ( 江

岡、和泉 )。

な考え方進め方をレクチャーしました。

口、和泉）し、参加者がヒントを共有しま

最後に「口癖は、今日も珈琲」のコピー

続いて実践編 ( 竹田 ) では、7 色の布や

した。最後に Before After ということで、お

の入ったＰＯＰスタンドのある、珈琲豆を

立体ブロックまた廃材等を使って、商品を

手本を示す ( 竹田 ) と平板なディスプレイ

引き立てる立体的なディスプレイーを提示

如何に魅力的に魅せるかを具体的に演出

が、立体的に立ち上がり、授産製品 ( 藍染 )

すると、皆さんから ｢素晴らしい !｣ ｢なる

し、参加者を魅了しました。春、夏そして

が美しく、鮮やかに見え、参加者は感嘆し

ほど !｣「納得 !」の声が上がりました ( 竹田 )。

クリスマスの世界を出現させました。

ていました。

個別相談 ( 江口、和泉 ) は、8 施設、そ
れぞれの施設の方の悩みを共有課題として
考えることができたと思います。
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和泉
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さいたま市授産施設支援アドバイス「ほっとラウンジ」
●経緯

展開案等を提示しました。

れます。今後さらに中身のレベルアップを

さいたま市から要請を受け、SADECO メン

●課題

めざし、作っていただいたラベルを大切に

バーが「ほっとラウンジ」を訪問したのは

１．主力商品 ｢クッキー｣ の商品力アップ

していきます。との感想をいただきました。

2011 年 10 月 22 日、最終日の 2012 年 3 月

2．新商品「マカロン」のデザイン開発

5 日までの計 10 回。

●成果

●プロジェクトメンバー

①授産製品はクッキー、
「製造料は変えず

１．｢黒の高級感のあるラベル｣ で商品力

ほ っ と ラ ウ ン ジ： 施 設 長・ 野 口 泰 男

に増収を図りたい」というニーズに対して、
商品改良案、新提案等を提示。新ロゴ作成、
パッケージデザインの検討（単価の見直し、

アップ ( クッキー )
２．プチで可愛いパッケージデザイン開発
( マカロン )

デザインクオリティの向上）を行い、協議

●感想他

等を行いました。

いろいろな種類を並べると、グレードアッ

また②新商品マカロンについて、ネーミン

プした感じがはっきり出ます。目の前にき

グの開発、パッケージデザイン開発、商品

れいな商品を並べると、華やいだ気分にな

SS・福祉デザイン委員会レポート

赤井

サデコショップ「秋の収穫祭」
昨年 10 ／7（金）〜 16（日）にスキップシティにおいてシネマ映画祭
と併せた収穫祭が実施され、サデコショップも新商品の紹介を兼ね
た店頭セールを行いました。今回の目玉は、寄居町ひだまり作業所
さんの『切り干しキムチ』です。唐辛子とニンニクのきいた溜り漬
けのようなもので、これを小分けし、炊いた御飯に少しのせて、御
客様に試食していただきました。昨年の冷や汁に続き好評で、お一
人で 3 個も買って頂いた方も。今回も好評のうちに終了しました。

お問い合せ

SADECO 事務局

SADECO：竹田良雄 山岡和彦 和泉賢二

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

克重
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事務局から
従来の公益法人制度は、明治 29 年の民法制定と共に始まり、以来

この一年は、やることなすこと、すべてが初めてということでし

約 1 世紀に亘って民間非営利部門において一定の役割を果たして

た。また公益法人化実現に向けてやらなくてはならないことが沢

きました。一方、KSD 事件等の不祥事は、この従来の公益法人制

山ありました。林さん、長野さん、大野さん、竹田さん、篠崎さ

度そのものに起因するものと捉えられ、制度改革が行われました。

ん、また理事の皆さん、会員の皆さんのお力にすがりながら、そ

平成 18 年 6 月 2 日に公益法人制度改革関連 3 法案が公布されま

の日その日を過ごしてきたのが実感です。サデコの創設から 26 年、

した。サデコも、平成 20 年 12 月 1 日から 25 年 11 月 30 日まで

社団法人を経て、公益社団法人埼玉デザイン協議会として新たに

の 5 年間に、新制度に則った法人に移行せねばなりませんでした。

スタートするのに関われたことに感慨を覚えます。サデコの皆さ

23 年 10 月 9 日：移行認定申請 23 年 12 月 26 日：補正・修正提出

んに感謝します。これからのサデコの活躍を楽しみにしています。

24 年 1 月 31 日：埼玉県公益法人認定等審議会から答申を得て

微力ですが頑張りますので、ご協力をよろしくお願いします。

24 年 3 月 21 日：県知事から公益社団法人の認定を受けました。

( 事務局長 和泉賢二 )

24 年 4 月 1 日：公益社団法人の設立と同時に旧社団法人の解散
登記を完了 24 年 4 月 14 日：移行登記完了届を県へ提出 移行
が完了しました。新制度に於ける公益社団法人の運営につきまし
ては、他の機会に報告します。

（旧事務局長 長野繁敏）

SADECO 活動「地区会」
2011 年度の活動は 4 月 30 日にサデコ &「SADECO WEST ＆ SADECO UK2
& SADECODO 親睦会」
。9 月 25 日の見学会では「埼玉県宮代町の建築巡り」
として、コミュニティセンター進修館、笠原小学校などの見学を行いま
した。 そのような交流を繰り返す事で年々若い新会員も少しずつ増え始
めております。 菊地 俊孝さん、萩原 睦さん、竹田 怜平さん、が加わり
新たな動きを見せてくださると思い、栄える企画を聞き、支えるデザイ
ン活動にしたいですね。

(SAECO DO リーダー

田積正敏 )

平成 24 年度 第 26 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8 月25 日（土）、 2 6（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。
（青少年育成デザイン委員長

全国でもユニークな組織の SADECO( サデコ ) では、
発足時から常に外に向かって門戸が開かれていま
す。地域に何らかの形で貢献したいとお考えの方は
正会員として、企業はメセナを実現しようとする賛
助会員として入会しませんか。
埼玉という地域をよくするため、更なる仲間をお迎
えしたいと会員一同願っています。
■正会員【年会費】18,000 円
■賛助会員【年会費】一口 10,000 円以上

デザインと企画力で自分 “ 彩 ” 発見

入会のお申し込みは、メールまたは FAX でお願い

あなたも SADECO に入会しませんか？

します。追って、定款、ご提出いただく書類をお送
りします。

千田正勝）

■あとがき
公益社団法人埼玉デザイン協議会の誕生と船出、これ
がビッグニュース。サデコが「デザイン力」を基軸に
活動を進める団体であることを、改めて、確認したこ
とも大きかった。H23 年度も、多くの活動があり大き
な成果がありました。活動に参加された会員の皆さん
には、
お忙しい中時間を割きご苦労様でした。◆ HP も、
是非ご覧になって頂ければと思います。◆最後に、編
集にあたり誤字脱字等ありましたらご容赦ください。
（情報・文化・交流デザイン委員長 福井政弘）

■賛助会員
大野宣子税理士事務所 http://www.ohno-tax.net/pc/

株式会社 中賀 http://www.chugado.co.jp/index.html
株式会社デサン http://www.dessin.co.jp/
中央電子工業株式会社
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/
株式会社アールディエス http://www.rds-design.jp/
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