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2015 年 6 月総会・2016 年 2 月総会
■ 2015 年 5 月総会

5 月 30 日 ( 土 ) 開催

「2014 年度事業報告 / 収支決算報告 / 監査報告 / 役員選任／社
員移動状況報告」の審議
会場：埼玉県産業技術総合センター７階研修室２
議長：長野繁敏

司会：権田

功

議事録作成人：千田正勝

菊地俊孝

議事録署名人：福井政弘

平山裕嗣

代表理事 林

哲也の挨拶 ( この総会を持って理事を退任された。)

に続いて議事進行が行なわれた。
●第１号議案：2014 年度事業報告

を説明、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。星
野勇は快諾した。
●第４号議案：2014 年度社員移動状況報告
理事（事務局長）和泉賢二に説明が求められた。
2015 年 3 月 31 日現在正社員数 /66 名

賛助会員数 /5 社

それぞれ報告し、出席者全員が確認した。その後、理事福井政
弘から、新会員中山祐介、田口絵美を紹介、入会のきっかけやこ
れからの抱負を語っていただいた。また、新理事 後藤由紀、平
山裕嗣から、やっていきたいこと等、語っていただいた。終わりに、
アップサイクルプロジェクト制作のユニークなオリジナル「うちわ」
「キーホルダー」が披露され、好評裡に販売された。

業務執行理事竹田良雄に説明が求められ、議場に承認を求めた
結果、全会一致で承認された。
●第２号議案：2014 年度収支決算報告・監査報告
当期（決算）収入合計 /¥6,448,067
当期（決算）支出合計 /¥6,524,504
いずれも業務執行理事山岡和彦に説明が求められ、議場に承認
を求めた結果、全会一致で承認された。監査報告について、監事
星野

勇に説明が求められ、議場に承認を求めた結果、全会一致

で承認された。
●第３号議案：2015・2016 年度理事と 2015 ～ 2018 年度監事選任
理 事（ 事 務 局 長 ） 和 泉 賢二に説 明 が 求められ、 赤 井 克 重を
2015・2016 年度の理事に選任されたい旨を説明、議場に承認を
求めた結果、全会一致で承認された。赤井克重は事情により当該
総会を早退のため、後ほど文書により諾否を得ることを決議した。
同様の手続きで以下、和泉賢二、江口勲、菊地俊孝、葛谷裕美、
後藤由紀、権田功、竹田良雄、田端克雄、長野繁敏、平山裕嗣、
福井政弘、山岡和彦を 2015・2016 年度の理事に選任されたい旨
を説明、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。各人
は快諾した。ただし、田端克雄は事情により当該総会を欠席のため、
後ほど文書により諾否を得ることを決議した。同様の手続きで影山
和則を 2015 ～ 2018 年度監事に選任されたい旨を説明、議場に
承認を求めた結果、全会一致で承認された。影山和則は事情によ
り当該総会を欠席のため、後ほど文書により諾否を得ることを決議
した。続いて星野

勇を 2015 ～ 2018 年度監事に選任されたい旨

■ 2016 年 2 月総会

2 月 21 日（土）開催

「2016 年度事業計画案 / 収支決算案」の審議
会場：埼玉県産業技術総合センター 7 階研修室 1.2
議長：村上

剛

司会：権田

功

議事録作成人：菊地俊孝

山岡和彦

議事録署名人：田中

田積正敏

薫

●第 1 号議案：2016 年度事業計画案
業務執行理事竹田良雄に説明が求められ、定款上の事業につい
て、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。
●第 2 号議案：2016 年度収支予算案
当期（予算）収入合計 / ￥7,393,900
当期（予算）支出合計 / ￥7,309,218
前期繰越金から / ￥1,930,795
いずれも理事（事務局長）和泉賢二に説明が求められ、事業に対
応する予算について、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認さ
れた。また、創立 30 周年記念シンボルマーク ( 多くの応募作を理
事会で審査、理事江口勲の作品を選出 ) を発表した。続いて記念イ
ベントに関して、講演会の準備経過報告、3 月の京都金沢旅行の内
容説明、30 年史の進捗報告を行った。
総会終了後、会員の皆様にサイテック 1 階のサデコショップに寄っ
ていただき、授産製品を購入していただいた。懇親会は西川口駅に
移動して居酒屋で開いた。
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和泉 賢二

埼玉県知事表敬訪問
1月15日(金)、長野代表理事、林(哲)顧問が、県庁知事室に上田知

力をお願いしました。知事からは「デザインの重要性」は十分理解し

事を表敬訪問しました。同行者は竹田執行理事、和泉事務局長。顧

ている、県の発展のため、頑張って欲しいと話されました。またアッ

問から、今日までの行政の協力に感謝を述べ、代表理事から、楽器

プサイクルプロジェクトの活動に興味を示されました。お忙しい中、

教室、サデコショップ他の福祉支援、地元中小企業支援セミナー等

貴重な時間を有意義に過ごす事ができました。

のサデコ活動、今年30周年を迎えること等の報告と、これからの協

SADECO30 周年記念「2016 イベント」キックオフ
2016 年に SADECO 創立 30 周年を迎えるにあたって、10 月 17
日 ( 土 ) 午後 3 時 10 分～ 5 時 20 分、大宮中部公民館・第三会議
室で「盛り上げよう ! 2016 イベント」ということでキックオフ会を開
催しました。この呼びかけに、ビジター 7 名も参加いただき、参加
者は計 30 名でした。
権田理事の司会で、山岡執行理事が長野代表理事挨拶の代読、
林顧問の挨拶のあと、サデコの活動紹介、つづいて 4 委員会活動・
地区活動を各担当理事が詳細に報告し、また 30 周年の企画イベン
ト ( 旅行、講演、年史等 ) 案の経過報告がありました。
ビジターの自己紹介のあと、①青少年育成デザイン委員会、②地
域活性化デザイン委員会、③情報・文化・交流デザイン委員会、④
SS・福祉デザイン委員会の４つのテーブルに分かれ、グループミー
ティングを行ない、これからの活動について活発な議論がされ、各
委員会から抱負や新事業の提案が発表されました。参加された皆さ
んは、サデコの活動が多岐におよび、活発にまた長く継続されてい
ることを理解されたことと思います。30 周年を期に、新事業の企画
等、新しいサデコの可能性を感じるキックオフ会は、盛会裡に終了
しました。
（会場を変えての懇親会には、19 名が参加されて、林顧
問のマジックもあり、大いに盛り上がりました。
）

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

和泉 賢二
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SADECO30 周年記念シンボルマーク決定！
SADECO 創立３０周年を記念するためのシンボルマーク募集をサ
デコ会員にしました。
（会員メールで 12 月 24 日募集告知、2016 年 2 月 5 日締切）
・サデコの 30 周年の歴史を表現していること。
・賞金１万 3000 円と副賞 (2008 年グッドデザイン受賞作品スツー
ル「あぐらいす」
）
・審査委員：サデコ理事、監事、30 周年イベント担当者
多くの応募作を 2 月 20 日の第 8 回理事会で審査、江口勲氏の作
品を選出し、2 月総会で発表しました。
「30 年に留まらず、未来へ
躍進するエネルギーを孕んだデザイン」です。このマークで、30 周
年記念イベントを、またさらにその先へ躍進するサデコを盛り上げた
いと思います。

決定したロゴマーク

SADECO 創立 30 周年記念

京都・金沢旅行
〜デザイン・工芸・文化めぐり〜
「 デ ザ イ ン・ 工 芸・ 文 化 め ぐ り 」 の 副 題 が 付 い た
SADECO 創立 30 周年記念旅行 ( 企画・赤井理事 ) とい
うことで、3 月 13、14、15 日の２泊 3 日、大人 10 人
＋２歳児１人の「大家族」で、京都は伏見稲荷大社、建
仁寺、醍醐寺、伏見・月桂冠大倉記念館、中村蝋燭工房、
将軍塚清龍殿等へ、そして北陸本線で、金沢は 21 世紀
美術館へ行ってきました。雨を含め、お天気にも恵まれ、
また、伏見のお酒、京料理、加賀料理のお弁当等の「食
文化」も味わう有意義で、参加者の親睦も深まった楽し
い旅でした。

川村氏が制作したチラシ

伏見稲荷大社

将軍塚青龍殿

SADECO JOURNAL 40
地域活性化デザイン委員会レポート

平成 27 年度 SAITEC ものづくり開発支援研修

「ものづくりの基本構想から事業計画ま
での企画デザイン講座」
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平山 裕嗣

たことがわかり、お祝いの会になりました。
参加企業からは参加してよかったとの声が
多く、サイテックサイドからも評価を得て、後

参加企業の技術・開発案件を具現化し試作

日センター長にご挨拶に行った際に、来年度

開発資金として補助金や助成金獲得を目指

も開催しようとの言葉をいただきました。

すセミナーを下記のスケジュールと内容で連
続６回の講座をサイテックにて開催しました。

実施日：2015年7月17日から9月30日まで６日間／実施
場所：SAITEC／事業実施者：地域活性化委員会（平山
裕嗣・姫野・金田・権田・峯）／参加者数：11名

《開催日程と講師》
●７月17日：事業構想
（参加者：10名

講師：姫野・平山）

●７月27日：事業戦略		
（参加者：10名

研修会場

講師：姫野・平山）

●８月19日：商品戦略
（参加者：11名

講師：山岡・平山・金田）

●９月１日：販売促進		
（参加者：11名

講師：姫野・平山・権田）

●９月16日：知財戦略		
（参加者：10名

講師：峯・平山・権田）

●９月30日：補助金活用術
（参加者：11名

講師：平山）

参加企業のうち３社が補助金申請し、最
終日の打ち上げの席で３社とも申請が通っ

講師の講義

権田 功

地域活性化デザイン委員会レポート

第 12 回埼玉県北部地域技術交流会

第 12 回埼玉北部地域技術交流会がもの
つくり大学を会場として、平成 27 年 11 月５

熱心な検討

て〜お客様へ安全を届けるために〜」が催さ
れました。

日 ( 木 ) に開催されました。支援機関として
のサデコの参加は、平成 21 年度から今回
で７度目のブース出展となりました。埼玉北
部地域技術交流会とは、埼玉県北部地域に

実施日：2015 年 11 月 5 日／実施場所：ものつくり大
学／事業実施者：地域活性化委員会（江口勲・権田功）
／出展社数：76 社

ある、優秀な技術を有するものつくり企業
の振興と発展を支援することを目的に、企
業の広報活動や、産学連携活動が行える場
の提供として開催されています。事務局とし

サデコのブース

て埼玉県が参加する他、実行委員として各
商工団体、金融機関、大学、県内企業なら
びに支援機関が参加して交流を図るために、
製品、技術や新規事業、研究などを紹介
しています。今年は講演としてハイアールグ
ループ R&D 株式会社イノベーション創新グ
ループ松本正和氏による「ハイアールグルー
プにおける弊社の役割〜ものづくりの考え
方〜」と埼玉県産業技術総合センター北部
研究所による「食品工場の衛生管理につい

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

会場の様子

サデコブースの展示物
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地域活性化デザイン委員会レポート

江口 勲

SADECO アップサイクルプロジェクト

アップサイクルプロジェクト・製品デザイン展示発表会
『すてたもんじゃないデザイン展』
2014 年から始めた埼玉県内中小企業から出る端材、廃棄材を
より良い価値の製品に生まれ変わらせるプロジェクトの展示発表会
を2015 年12 月3 日から６日まで川越市の小江戸蔵里展示蔵にて、
参加デザイナー 11 名、出展作品 15 点で開催した。製品の廃盤に
より廃棄される新品の段ボール箱による会場構成とこれまでの工場
見学会や試作検討会等を映写し、簡素ながらも中身の濃い展示会
となった。
一生懸命な子供たち

実施日：2015 年 12 月 3 日から６日／実施場所：小江戸蔵里展示蔵／事業実施者：
地域活性化委員会／会員参加者：星野勇・石井淳・江口勲・菊地俊孝・権田功／外部
協力者：７名／参加者数：入場者数延べ 200 名

ワークショップ風景

展示会場

アップサイクルプロジェクト『ワークショップ』
2014 年から始めた埼玉県内中小企業から出る端材、廃棄材を
より良い価値の製品に生まれ変わらせるプロジェクトの一環として
子供向けワークショップを 2016 年 2 月 28 日に『宝箱を作ろう！』
と『春踊る♫ゆらゆら揺れるモビール作り』
、３月 12 日に『着せ替
え自由！でっかい万華鏡を作ろう♪』をさいたま市のギャラリー彩
球にて行いました。全部で６組 8 名の参加があり、屋外広告など
で使われる色とりどりのカラーシートの端材と大きな紙管を使って、
思い思いのユニークな作品を作り上げました。
実施日：2016 年 2 月 28 日、3 月 12 日／実施場所：ギャラリー彩球／事業実施者：
地域活性化委員会（守屋球子・江口勲）／参加者数：6 組 8 名／廃棄材提供協賛企業：
株式会社デサン
展示会にお越しいただいた人たち
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青少年育成デザイン委員会レポート

第 28 回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」
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葛谷 裕美

平成２７年８月２２日（土）・２３日（日）
小川町の埼玉伝統工芸会館にて、第２８回
サデコスクール「親子でつくる楽器教室」が、
開催されました。このスクールは、親子のふ
れあいとものづくりの楽しさ・音づくりの楽
しさを同時に体験できる内容で、今年は親
子１４組（こども１４名・保護者１４名）の参
加があり、個性豊かな楽器づくりに取り組み
ました。
１日目は、音のしくみや手づくり楽器の基
本を学んだ後、まずは楽器の本体形状の完
成を目指します。２日目は、プロの演奏家の
方々によるミニコンサートからのスタートで
す。パーカッションの専門家に手づくりの紙
筒タイコを使って演奏をしていただくことで、
子ども達の意欲がさらに高まりました。その
後、色やデザインの基本を学び、親子で思
い思いの装飾を施して楽器を完成させまし
た。スクールの最後は、子どもたちの演奏
会と作品発表会です。今年は、恒例のアル
ペンホルン、紙筒タイコの他にウクレレがあ
り、がんばって完成させた楽器を発表する
子ども達の表情は、とても明るく誇らしげで
した。
今年も独立行政法人国立青少年教育振興
機構「子どもゆめ基金」の助成を受け、子ど
も達に充実した活動を提供することができ
ました。
実施日：2015 年 8 月 22 日から 23 日／実施場所：埼
玉県伝統工芸会館／事業実施者：青少年育成デザイン
委員会（葛谷裕美、竹田良雄、千田正勝、大塚高由、
才津純子）／外部協力者：12 名／参加者数：28 名

最後に実施された自作の楽器を使ったコンサート

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com
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SS・福祉デザイン委員会レポート

平成 27 年度障害者就労施設支援事業「春里どんぐりの家」

江口

勲

社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会さいた

んだシートを制作しており、今回はそのシート

『手で編んだとってもかるい木のアクセサリー』

ま市地域活動支援センター春里どんぐりの家か

からアクセサリーをデザインし、製作方法から

という特徴を直に伝えるネーミングとし、流木

ら平成 27 年度障害者就労施設支援事業（技

販売促進デザインまでを支援した。はさみで加

を使って「素朴さと天然木の質感」を際立たせ

術者指導員支援制度）としてサデコが委託を

工できるような基本の形をデザインし、樹種と

るディスプレイを提案した。

受け、2015 年７月 23 日から 2016 年１月 28

形とアクセサリーの種類（ピン、ブローチ、ネッ

日まで「春里どんぐりの家」にメンバー３人でデ

クレス等）を組み合わせることで多くのバリエー

ザイン支援を行った。当事業所では天然木を

ションが生まれ、抽象的な形と動物の形で子

紙状にスライスした突板という素材の端材を編

供から大人、男女問わず使えるデザインとした。

制作したネックレスやブローチ

実 施日：2015 年 7 月 23 日から 2016 年 1 月 28 日
／実施場所：春里どんぐりの家／事業実施者：SS・福
祉デザイン委員会（江口勲 田積正敏 田口絵美）／
施設側担当者：金田友美（所長）、鯨井京子（主任）、
中里寿子、八木一江、渡辺昭子（利用者）

モデル着用

制作風景

SS・福祉デザイン委員会レポート

和泉 賢二

さいたま市授産施設活動活性化セミナー
「パッケージデザインの役割と効果
～デザインとは何か～」
「商品戦略について・アイデア発想法」

講義風景

観察 (10 分 )、A,B の２つのテーブルに分か
れ (A. 竹田、平山、B. 江口、和泉 )、ブレイ
ンストーミング ( アイデアだしのための手法 )。
各チームで自己紹介後、ユーザー設定と気付

10 月 15 日（木）さいたま市 障害者総合

きについてディスカッション、こうなっていた

支援センターで、施設職員および利用者対象

ら便利 ( アイデア出し ) を発表しました (60

の「授産活動活性化セミナー」を行いました

分 )。参加された皆さんは、体験を通してア

(13:00 ～ 15:30)。参加者は、７施設、９名。

イデア発想法を学ばれたことと思います。

今回は初めに「パッケージデザインの役割と
効果～デザインとは何か～」を講義 ( 竹田 )、
デザインの種類、デザイナーと芸術家の違
い、パッケージデザインのチラシ的役割とブ

実施日：2015 年 10 月 15 日／実施場所：さいたま市障
害者総合支援センター／事業実施者：SS・福祉デザイン
委員会（竹田良雄・山岡和彦・平山裕嗣・和泉賢二・江口勲）
／参加施設：7 施設／参加者数：9 名

ランド的役割、共感を得た商品の成功例、
「好
感力」とは、ユニークなパッケージデザイン、
ロングライフ商品の紹介等、写真やチャート
セミナー風景

で解説、デザインとは何かを伝えました (40
分 )。続いて「商品戦略について・アイデア
発想法」を講義 ( 山岡 )、デザインの価値と
は、デザイン思考とは、人間中心設計とは、
の解説、また授産施設の実施例を通してアイ
デア発想法を伝えました (30 分 )。次にワー
クショップ「自動販売機を見て気づきを得る」

ブレインストーミング

を行いました。まず施設内の自動販売機を

セミナー風景

SADECO JOURNAL 40
福祉プロジェクトレポート

さいたま市授産施設支援アドバイス「春光園うえみず」

さいたま市から要請を受け、SADECO メ

に、即理解、安心していただけると思います。

2015 年 11 月 17 日、最 終日の 2016 年 3

パンフレット、チラシとも、写真、内容をアッ

月 18 日までの計 5 回。支援内容は施設パ

プデートに修正、更新できるので長く活用

ンフレットの制作 ( デザイン・原稿等 ) のア

できます。

事業紹介」と②「相談支援事業紹介」の２
つ、それぞれ A4 二つ折りです。授産製品
はステンシルふきん・ハンカチ、ビーズスト

和泉 賢二

用したので一目瞭然、利用を希望される方

ンバーが「春光園うえみず」を訪問したのは

ドバイスです。パンフレットは①「生活介護
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実施日：2015 年 11 月 17 日から 3 月 18 日／実施場所：
春光園うえみず／事業実施者：福祉プロジェクト（竹田良
雄・金田充昭・和泉賢二）／春光園うえみず：金子清子
（所
長）・佐復友子（施設員）・佐藤美紀（生活支援員）

手ぬぐい

ラップ、アクセサリーです。ヒアリングから
はじまり、所長、支援員、生活支援員の皆
さんとコピー・デザイン等相談しながら分か
りやすい表現でまとめることができました。
前回 (2010 年度 ) の支援アドバイスで開発

制作風景

作成した施設の施設ロゴ（いつもみんなきら
きら）を商品等に継続し、活用されていて、
今回のパンフレットにも反映しました、内外
に、施設のプラスイメージが利用者さん、そ
の家族、また潜在利用者さんに伝わると思
います。またパンフレットに加え、それぞれ
A4 チラシを作成、新たに撮影した写真を多

制作したパンフレット

福祉プロジェクトレポート

広報上手★になる研修 カメラ撮影テクニック編

福祉施設やボランティアグループ・市民活
動団体、地区社協の広報媒体には、写真や

打ち合わせ風景

和泉 賢二

つもと違う
「角度」
「構図」
「距離」
「光」
「シーン」
を撮るを、実例写真で分かりやすく解説。ま

イラストが使われ、とりわけ写真の役割は大

た③魅力的に見せるための構図、ベストショッ

きい。ということで、チラシやホームページ

トをテーマ毎に、撮影エピソードを交えて丁寧

に使用する写真の質を上げ、団体活動の PR

に紹介しました。

を促進したいと思っている方を対象に、11 月
19 日 ( 木 ) 浦和ふれあい館第一会議室で、
13 時 30 分から16 時まで、社会福祉法人
さいたま市社会福祉協議会、公益社団法人

実施日：2015 年 11 月 19 日／実施場所：浦和ふれあい
館第 1 会議室／事業実施者：竹田良雄・金田充昭・和

泉賢二／参加者数：30 名

埼玉デザイン協議会共催、地域福祉推進研

研修風景

修「広報上手★になる研修、カメラ撮影テク
ニック編」( 講師：竹田 助手：金田・和泉 )
を行いました。受講者は市内の福祉施設職
員、ボランティアグループ・市民活動団体、
地区社協関係者で、計 30 名でした。受講者
は、デジタル一眼カメラ、コンパクトデジタル
カメラ、スマートフォンの基礎知識、操作方
法を、講義を聞きながら各自持参のカメラを
操作し学びました。続いて、①商品撮影の基
本、②写真が上手くなる５つのテクニック：い

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

研修風景

写真を撮る受講者
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SS・福祉デザイン委員会レポート

サデコショップ運営状況・販売企画

赤井 克重

SS（サデコショップ）は今、曲がり角に来ているように思います。
少し前から、人の流れが変わったように思えます。にわとりが先か
玉子が先か？になりますが、良い商品（授産品）を制作すれば人も
呼び込めるのではないか？ともおもいますし、人の流れが多ければ
そこに釣り糸を垂らせば（良い商品を提供すれば）売上は上がる
のではないか？とも思います。
いずれにせよ、よい授産品があれば！と思います。現在日本全国
の授産品を探していますが、数年前からのショップの構想として日
本全国の珍しい人気のある授産品を SS に集結できればと考えて
います。併せて地場の野菜なども、地域の（例えばスキップシティ
周辺の町会）町会にサデコが主催する朝市など来て頂く、そしてそ
の場所で全国やひいては世界の授産品を販売するという事を実現
したい（北欧などにはきっと良い授産品があると確信します！）と
考えています。
作れる物を作って販売していれば、今の状況は変わりません。消
費者が欲するもの、これがキーワードであると考えます。誰が作ろ
うが、魅力のある商品は売れてゆくと思います。
（昔百貨店とお付
き合いしているときもそうでした！）相手の立場に立って商品を授
産品を作って、そして販売する事が何よりも生き残っていく為には
大切な要素ではないかといつも思う毎日です。
いつも同じような事をやっていては、尻窄みです。何か新しい事と
いうよりフォーカスしなければならない事を、間違えないようにし
たいと思います。
消費者はいつの時代も、美味しいもの、珍しいもの、
廉価な物を求めます。この法則は何時でも変わりません。
もしかしたら、鍵は地元のすぐ近くにあるのかもしれません。

収益事業促進デザイン委員会レポート

ゆとり教室「Web マーケティングスキルアップ講座基礎編」

平山 裕嗣

商品やサービスを販売していく上で、今やインターネットを抜き
に販売促進を考えることはできない時代です。しかし、知ってい
るようで知らないのが、インターネットを使ってのマーケティング。
そこで、Web マーケティングを勉強し、参加企業の自社のホーム
ページでのキーワード選定方法や SEO 対策を実践で活用できる
ように、下記のスケジュールと内容でサイテックパソコン室にて連
続２回開催しました。
● 10 月 13 日：検索キーワードマーケティングの基礎
（参加者：６名

講師：庄司（S.Company 社長）・平山・権田）

● 10 月 27 日：検索エンジンマーケティングの基礎
（参加者：５名

講師：庄司（S.Company 社長）・平山・権田）

ものづくり講座からの参加者からは、今までにない Web の話
を聞けたと高評価を得ましたが、一般募集から参加者がなかった
のが残念です。Web の無料講座がいろいろ開催されているため、
有料セミナーでは、募集で魅力を出さないと難しく、次回は再考
が必要だと感じられました。

講座風景

実施日：2015 年 10 月 13 日・10 月 27 日／実施場所：SAITEC ／事業実施者：地域活性
化委員会（平山裕嗣・権田功）／外部協力者：1 名／参加企業数：9 社／参加者数：11 名
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福井 政弘

SADECO ジャーナル 38 号の制作と発行・HP のリニューアル作業
■ SADECO HP リニューアル作業について
2015 年度のホームページ最新情報欄で、数多くの活動をアッ
プすることができました。投稿していただいた担当者の方々、
HP へのアップ作業していただいた竹田執行理事、感謝です。豊
富な内容の中、
「新代表の長野理事ほか幹部の皆さんが埼玉県
上田知事を表敬網問」というニュースもありました。
（年間通しての HP 制作・更新：竹田執行理事）
■ SADECO JOURNAL 39 号の制作作業と発行
本 39 号からカラー版になりました。画像にも一段とリアリティ
が出て評判も良いようです。今号も、当副委員長の菊地さんに
デザインと制作作業から印刷発注までをしていただき、大感謝
です。
（ジャーナル制作：菊地理事）

サデコジャーナル 39 号

サデコホームページ

地区会情報

岩井 正子

SADECO 親睦会 in 星亀椅子工房・SADECO 忘年会 in 山下軒
毎年 4 月恒例になりました SADECO 親睦会。場所は星野氏宅、
星亀椅子工房で催されます。
物作りの温かみのある素敵な工房です。
テーブルには毎年、星野様宅で咲いているお花を飾っていただいて
おります。これがとっても綺麗です。4 月ならではの季節感を感じな
がら、星亀工房で作ってこられた椅子に座る事ができます。星亀工
房の椅子はデザイン性、技術ともに素晴らしく、物つくりの素晴らし
さを体感できる貴重な場でもあります。毎年の活動報告のスライド
上映、
それぞれの活動・近況の発表。その後は参加者の皆で持ち寄っ
た手作り料理と飲み物、お酒などを楽しみ、大変和気藹々とした雰
囲気です。皆様の手作り料理がとっても美味しい！毎年の楽しみに
なっています。
星亀椅子工房内での懇親会の様子

集合写真

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

忘年会の様子

山下軒にて
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事務局から
「サデコ創立30周年」のシンボルマーク(デザイン：江口理事)は「未
来へ躍進するエネルギーを孕んだデザイン」です。30周年記念イベン

念講演」(企画：SADECO DO)、
「30年史」(企画：SADECO UK2)も
鋭意準備中です。ご協力をお願いします。

トの盛り上がり、さらにその先へサデコが躍進することを願って止みま

皆様、お忙しい日々と思いますが、顔を合わせ、対話することが大切

せん。３月に、記念旅行として「京都・金沢旅行」(企画：赤井理事)が

と思います。摩擦が無いと火は起こせません。見る前に跳べ！、先ずは

実施されました。素晴らしい内容でした。参加された方は、大変満足

アクション！「行動」あってのサデコです。よろしくお願いします。

され、親睦も深まりました。秋には「高知旅行」(企画：山岡理事)が予
定されています。大勢の方が参加されることをお願いします。また「記

新会員の紹介

事務局長 和泉賢二

あとがき

平成27・28年度新会員

今年も、新しいプロジェクト「UPCYCLE PROJECT」がスタートし

川村 涼馬

かわむら りょうま
越谷市 勤務先：銀星舎代表 職種：デザイン

ました。まさにデザインを実感できるプロジェクトです。SADECOの

篠原 秀明

しのはら ひであき
川越市 勤務先：
（株）マーケティングディレクションズ
職種：マーケティング

クトは、根幹に近いところにあります。自由度を広げて、会員みんなが

平成28年度新法人会員

コンセプトに、
「デザインは生活そのもの」とあります。このプロジェ
参加して活発なデザイン活動に発展したいものです。
◆編集にあたり誤字脱字等がありましたらご容赦を願います。集稿

山下軒

やましたけん
代表 山下享代 さいたま市

幸彩学習塾

こうさいがくしゅうじゅく
代表 根岸孝之 久喜市

にご協力された担当者の皆さんに感謝いたします。
情報・文化・交流デザイン委員会 福井政弘

賛助会員

大野宜子税理士事務所
埼玉県上尾市井戸木 2-7-13

TEL.048-787-5885

皆さんの幸せを彩る塾でありたい…

幸彩学習塾

お客様の笑顔が見たい！をモットーに日々仕事に取り組んでおります。決算申告業
務、記帳指導、自計化推進指導、新規開業、相続贈与の申告・相談、経営計画作成
等を、女性ならではの細やかな対応でお受けいたしております。
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