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◉「DESIGN PROTECT 2018 No.117」に SADECO 紹介記事掲載
◉さいたま・つく〜る 第 2 回 〈生み出そう。S 級 (Saitama Q) 特産品〉
◉第 14 回埼玉北部地域技術交流会出展
◉『すてたもんじゃないデザイン展 2018』『埼玉とぶぐちマルシェ』
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■ 2017 年 5 月総会　5 月 27 日 ( 土 ) 開催

「2016 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 : 平山裕嗣
　司会 : 権田 功
　議事録作成人：瀧脇大典 和泉賢二
　議事録署名人：星野　勇 竹田良雄
　代表理事 長野繁敏の挨拶に続いて議事進行が行なわれた。
●第 1号議案：2016 年度事業報告
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：2016 年度収支決算報告・監査報告
当期 ( 決算 ) 収入合計 /¥4,553,438
当期 ( 決算 ) 支出合計 /¥4,857,327
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：2017・2018 年度理事選任
理事 ( 事務局長 ) 和泉賢二に説明が求められ、赤井克重を 2017・
2018 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
続きで以下、和泉賢二、江口勲、大塚恵利子、川村涼馬、菊地俊
孝、葛谷裕美、権田功、竹田良雄、田端克雄、長野繁敏、平山裕嗣、
山岡和彦を 2017・2018 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。
●第 4 号議案：2016 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、2017 年 3 月 31日
現在正社員数 /65 名 賛助会員数 /6 社それぞれ報告し、出席者全
員が確認した。
総会後、各地区会の活動報告、アップサイクルプロジェクトの展開
提案等について有意義な協議がされた。林顧問が、ポスト 30 の明
るい活動の予感がすると語られ、また新会員の中島保久さん、森恵
さんが入会のいきさつやこれからの抱負を語った。

■ 2018 年 2 月総会　2 月 24 日 ( 土 ) 開催

「2018 年度事業計画案 / 収支決算案」の審議
　会場 : ウエスタ川越 活動室
　議長 : 大塚恵利子
　司会 : 竹田良雄
　議事録作成人 : 川村涼馬 三友邦昭
　議事録署名人 : 福井政弘 田端克雄
●第 1 号議案：2018 年度事業計画案
理事菊地俊孝に説明が求められ、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 :2018 年度収支予算案
当期 ( 予算 ) 収入合計 / ¥7,273,000
当期 ( 予算 ) 支出合計 / ¥7,273,000
前期繰越金から / ¥492,447 
いずれも理事菊地俊孝に説明が求められ、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。
●第 3 号議案 : 社員異動状況報告
理事 ( 事務局長 ) 和泉賢二に説明が求められた。
2018 年 1月 31日現在、正社員数 /68 名　賛助会員数 /６社
それぞれ報告し、出席者全員が確認した。
総会終了後、同会場で「情報・交流・文化デザイン委員会」のこれ
からの活動について、川村理事が報告し、また正会員神田日出雄さ
んが近況報告、前理事福井政弘さんがサデコヒストリー話、新会員
大谷聡さんが自己紹介、監事星野勇さんが会活性化提案等を話した。
この後、近くの焼鳥居酒屋で「懇親会」を行った。

　2017 年 5 月総会・2018 年 2 月総会
和泉 賢二
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お問合せ　SADECO 事務局　E-mail : info@sadeco1.com 

和泉 賢二

　「DESIGN PROTECT 2018 No.117」に SADECO 紹介記事掲載
　一般社団法人日本デザイン保護協会
は、特許庁が所管する一般社団法人とし
て、デザイン保護の普及・啓発事業を行っ
ています。その協会が発行する「DESIGN 
PROTECT」はデザイン関係情報の提供や
デザインの保護や利用に関する文献・論文・
ダイジェストを紹介する機関誌。2001 年
の 50 号からはデザインの開発、管理、教
育といった新たな分野の記事を取り入れ、
大幅にリニューアルしました。
　読者は1．特許庁、2．経済産業省・文化庁・
外務省・財務省等の省庁の知的財産関連部
門、3．協会会員の企業・特許法律事務所、4．
公益団体・学校等 ①地域のデザイン保全
団体・知的所有権センター・デザインセン
ター等 ②大学・高専・専門学校 ( デザイン・
法律系 ) ③ 国会図書館、台湾・韓国の特
許庁・他．発行部数は 550 部の季刊発行
です。
　今回、「地域・業界のデザイン振興・
保 護 活 動 紹 介 」 シ リ ー ズ の 69 回 に、
SADECO を取り上げていただきました。
原稿制作・文責は、SADECO です。　　

一般社団法人日本デザイン保護協会

一般社団法人日本デザイン保護協会は、
デザインの保護及び利用の促進を図り、
もって我が国経済の発展に寄与するこ
とを目的とする社団法人で、意匠権調
査、出願事前調査、早期審査／審理の
ための調査等を行なっています。

DESIGN PROTECT 2018 

No.117 (A4 判・80 頁 )　平成 30 年 3
月 30 日発行　発行所 一般社団法人 日本
デザイン保護協会　定価 2,700 円 ( 税込 )
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地域活性化デザイン委員会レポート

地域活性化デザイン委員会レポート

　第 14 回埼玉北部地域技術交流会が、
平成 29 年 10 月 19 日 ( 木 ) ホテルガー
デンパレス（熊谷市）において開催されま
した。公益社団法人埼玉デザイン協議会

（SADECO）は、支援機関の一つとして参
加しています。埼玉北部地域技術交流会は、
埼玉県北部地域のものづくり企業の振興と
発展を支援し、企業の広報活動やビジネス
マッチング、 産学連携のための技術交流が
行える場の提供として開催されています。今
年度は、会場もホテルに移し「埼玉県北部
地域中小企業ビジネス展示会・交流会」（通
称 BPP）と 同時開催となりました。県内企
業及び各商工団体、金融機関、大学、支援
機関が多数参加し、製品、技術、業務等の
紹介、展示（個別ブース ) のほか、特別講演「AI
と無人機の技術で新たなビジネスを切り拓く

〜企業における AI とドローンの導入と利活
用〜」（株式会社 エンルートラボ　代表取
締役 伊豆　智幸 氏）が催されました。
SADECO では、地場産業の総合的デザイ
ン支援や、中小企業のデザイン人財育成支
援、更にデザインを通じた異業種ネットワー
ク作りへの支援等を行っています。今回は、
活動紹介とアップサイクルプロジェクト（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）「すてたもんじゃないデザイン展」
のパンフレット配布等を行いました。

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　開催日時：平成２９年１０月
１９日 ( 木 )１０: ００〜１６: ３０　開催場所：ホテル
ガーデンパレス（熊谷市）出展者数 : ３３ブース

　さいたま・つく〜る 第2回 〈生み出そう。S級(Saitama Q) 特産品〉

　第 14 回埼玉北部地域技術交流会出展

川村  涼馬

権田　功

　2020 年の訪日外国人旅行者に向けて、ア
ピールできる埼玉の特産品を「みんな」で「つ
くる」ために、県内 6 社が製造している 6
つの製品について、県民・プロ・企業が一緒
に販売促進のアイデアを練るイベントを主催
いたしました。共催の JAGDA 埼玉地区様、
SAITEC 様のご協力のもと、総勢 40 名が
参加しました。
　イベント前半では、県内外から見た埼玉の
イメージについてのディスカッションや、製品
の試供・試食を通して、県内産業の魅力を改
めて発見し、後半では、参加者全員がマー
ケティング手法を参考に商品企画を練り、企
業のセールス担当者を前に、プレゼンテーショ
ンしました。
県民からの購買者目線のストレートな意見や
要望は、企業側からも大変貴重で「ぜひ商
品開発に反映したい」という感想が相次ぎま
した。
イベント終了後には交流会も開催し、企業や
参加者へ SADECO や埼玉の活況をアピール
しました。

実施日 :2017 年 8 月 19 日 / 実施場所 : 新都心ビ
ジネス交流プラザ 4 階会議 室 A,B,C,D/ 事業実
施 者 : SADECO UK2/ 共 催 :JAGDA 埼 玉 地 区・
SAITEC/ 参加企業 : 株式会社東玉様（岩槻・五月
人形）・株式会社田中帽子店様（春日部・麦わら帽子）・
株式会社沢田本店様（熊谷・菓子）・株式会社矢島
園様（上尾・茶）・おはりや様（桶川・野菜）・株式
会社十万石ふくさや様（行田・菓子）/ 参加者数 :40
名（県民 18 名・企業 8 名・スタッフ 14 名）

グループ討議

会場の様子

さいたま・つく〜るフライヤー グループごとに発表

サデコブース
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お問合せ　SADECO 事務局　E-mail : info@sadeco1.com 

　2014年から始まった埼玉県内中小企業
から出る端材・廃棄材をデザインやアートで
より良い価値の製品に生まれ変わらせるプ
ロジェクトの展示販売会を2017年11月11、
12日、東京台東区の「上野桜木あたり　み
んなのざしき」にて開催しました。また同会
場内「みんなのろじ」にて『埼玉とぶぐちマル
シェ』も開催しました。会場は古い三軒屋を
リノベーションした複合施設でビアホールや
ベーカリー、雑貨店が入り、展示販売会場の
8畳の和室「みんなのざしき」はアップサイク
ルプロジェクトの趣旨にも重なる空間で、当
時の暮らしを感じさせる家具のような展示台
は廃棄されるはずだった段ボールを生かし、
来場者は靴を脱いで上がり、ゆったり過ご
して頂きました。メイン通りを使った埼玉に
ゆかりのある作家による『埼玉とぶぐちマル
シェ』はハンドメイド作品からアップサイクル
プロジェクト商品まで販売し、外国人観光客
も多く来場し大盛況の二日間でした。

実施日：2016年11月11日、12日　実施場所：上野桜木
あたり（東京台東区上野桜木2丁目15-6）　事業実施
者（担当者）：参加デザイナー：江口勲、菊地俊孝、権
田功、大塚恵理子、瀧脇大典、中島保久（以上サデコ
会員）、高田哲司、勝間田慎也、野崎雄太、芦田大介、
土井智喜、岩本凉子、岩城惇、田和直人、塚田 真知
子、鈴木 嘉子、三角美佳　協賛企業：小島染織工業株
式会社、株式会社エイペクス、株式会社エビハラ、有限
会社鈴仙、株式会社デサン、有限会社星亀木工所

地域活性化デザイン委員会レポート

　アップサイクルプロジェクト・商品化デザイン・展示販売会
　『すてたもんじゃないデザイン展 2018』『埼玉とぶぐちマルシェ』

江口 勲

展示会場

会場の上野桜木あたり古民家を利用した会場

マルシェの様子 マルシェの様子 様々な作品を展示
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平山 裕嗣

竹田 良雄

　サイテック共催セミナー　第 1回商品企画デザイン塾

　SADECO & ONEDAY24 交流　小江戸川越 & 松本醤油工場見学会

地域活性化デザイン委員会レポート

情報・文化・交流デザイン委員会レポート

埼玉県産業技術総合センターとの共催で下記
日程、参加者で実施しました。
◆商品企画・ID セミナー合計４回、参加者 34 名、日時：
平成 29 年 6 月 29 日、７月13 日、27 日、8 月 24 日、
各日13 時〜17 時、開催場所：サイテック、講師：姫
野裕基・登豊茂男・平山裕嗣（サデコ会員）、内容：事
業構想、事業戦略、商品戦略の基礎と具体例及びワー
クショップで習得
◆マーケティング・販促セミナー合計３回、参加者 25 名、
日時：平成 29 年 9 月14 日、28 日、10 月 26 日、各
日13 時〜17 時、開催場所：サイテック（9 月）、新都

心ビジネスプラザ（10 月）、講師：姫野裕基・平山裕嗣（サ
デコ会員）、内容：マーケティング戦略、販売促進戦略
の基礎と具体例及びワークショップで習得
◆展示会セミナー合計 2 回、参加者 24 名、開催日：
平成 29 年 11 月 26 日・22 日、各日 13 時〜 17 時、
開催場所：新都心ビジネスプラザ、講師：宮口巧（外部
講師）・平山裕嗣（サデコ会員）、内容：展示会出展に
向けての基礎と具体例及びワークショップで習得
◆知的財産・補助金セミナー合計１回、参加者 22 名、
開催日：平成 30 年 1月 24 日13 時〜17 時、開催場所：
新都心ビジネスプラザ、講師：峯唯夫・影山和則（サデ
コ会員）、内容：知財戦略、補助金申請の基礎を習得

松本醤油工場内

川越蔵造りの町並松本醤油販売店

喜多院前

ワークショップの様子

地域活性化デザイン委員会レポート

　アップサイクルプロジェクトワークショップ　
江口 勲

　2014 年から始まった埼玉県内中小企業
から出る端材・廃棄材をデザインやアートで
より良い価値の製品に生まれ変わらせるプ
ロジェクトのワークショップを 2018 年２月
24 日、埼玉県志木市の株式会社リブランが
運営する &Livlan にて開催しました。最初
に埼玉デザイン協議会とアップサイクルプロ
ジェクトの活動趣旨を説明し、株式会社デ
サン提供の端材であるカラーシートと紙管
を使って各々自由に取り組みました。粘着

性のあるカラーシートの扱いに四苦八苦した
方もいましたが、皺もそのまま柄として生か
すなど参加者思い思いに紙管をカンバスとし
て、そこから流れる音楽をイメージしながら
取り組みました。

実施日：2018 年 2 月 24 日　主催：株式会社リブラ
ン　共催：公益社団法人埼玉デザイン協議会　実施
場所：&Livlan（埼玉県志木市東北 2-29-30）　事業
実施者：江口勲、星野勇、中島保久　協賛企業：株
式会社デサン、有限会社星亀木工所　参加者数：５人

アップサイクルプロジェクト・ワークショップ　株式会社リブラン共催『アップサイクルでつくる、スマホのスピーカー』

　ONEDAY24 と江戸の面影を残す蔵造り
の町並み小江戸川越を見学しました。川越
駅から小江戸の街を走る循環バスでメイン
通り札の辻で下車して、時の鐘を見学しな
がら松本醤油工場へと向かい、午後 3 時か
ら社長みずから案内していただきました。川
越で 250 年つづく松本醤油、江戸時代から
使い続けている樽に歴史を感じ、また埼玉
産の大豆と小麦を使って仕込んだ醤油はこく
と旨みがあります。近年「再仕込醤油」が人
気があり、紀伊国屋や成城石井等で取り扱っ
ているようです。工場見学終了後、菓子屋
横丁から時の鐘を通り、重要文化財に指定
されている喜多院や五百羅漢を見学して蔵
里へ移動、午後 5 時から『まかない処』が
ある大正蔵で懇親会を行い、約 5 時間の川
越の旅を終了しました。

実施日：2017年5月17日　実施場所：小江戸川越、
松本醤油工場　事業実施者：SADECO（和泉賢二、
平山裕嗣、森田充則、竹田良雄）　参加者：7 名
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　11月 21日（土）さいたま市 障害者総合
支援センター ( 会場・主催 ) で、「授産活動
活性化セミナー」と「授産支援アドバイザー
養成研修会報告会」を行いました (14:00
〜16:30)。司会：江口。
参加者は、7 施設、職員 8 名。アドバイザー
9 名 ( 内 SADECO：竹田、大塚、中島、中村 )。
第一部「授産活動活性化セミナー」は、①

「地域産品の成功例・何故、成功したのか？」
でした。事例 1・KURIYA( 三陸石鹸工房 )、

　埼玉県産業労働部就業支援課から 2017
年度も参加依頼を受け 9 月13 日（水）、浦
和パルコ10 階コミュニティセンターにて「サ
デコショップ  in 埼玉県高齢・障害者ワーク
フェア 2017」を開催いたしました。
会場では●サデコショップ（31 施設の授産
製品販売）●アップサイクルプロジェクト製
品の展示と販売●中小企業を対称に商品開
発相談会●サデコ広報等、約 6 時間のイベ
ントを行ない 610 人の来場者がありました。
今回は初参加のほっとすてーしょんのパンを
販売して 30 分で完売。売上げは昨年より
アップしました。イベント中、久しぶりにサ
デコ会員である田中義信様が見学にきてい
ただきました。

実施日：2017 年 9 月 13 日　実施場所：浦和パルコ
10 階コミュニティセンター　事業実施者：SS・福祉デ
ザイン委員会（長野繁敏、和泉賢二、江口勲、平山裕
嗣、権田功、大塚恵利子、川村涼馬、星野勇、葛谷裕美、
赤井克重、山岡和彦、竹田良雄、瀧脇大典、森田充則、
山口和子）ショップ担当（永瀬孝子、永瀬京子）

事例 2・函と館 ( 函館の魅力を再編集・発
信 ) を取り上げ、その成功の秘密を分析、
解明しました。講師は山岡。続いて②ワー
クショップ形式で、「商品の強み弱みを導き
出す『SWOT 分析』」を平明に解説しました。
講師は平山。参加者は 3 つのテーブルに分
かれ、SWOT 分析のレッスンを実践 ( 江口、
和泉参加 ) しました。それぞれ 40 分、50
分と短い時間でしたが、熱心に学ばれてい
ました。

和泉 賢二SS・福祉デザイン委員会レポート

　平成 29 年度さいたま市授産施設活動活性化セミナー

竹田 良雄

　サデコショップ in 埼玉県高齢・障害者ワークフェア 2017　
SS・福祉デザイン委員会レポート

会場の様子

会場の様子スタッフ

第二部「授産支援アドバイザー報告会」は、「て
づくり厨ふぁくとりー」( お弁当屋さん ) 新店
舗のインテリアデザイン指導 (2016 年 4 月
〜 2017 年 2 月 ) について、施設長の小澤
さんと総合プロデューサー竹田のお話のやり
とりとパワーポイントを使って経緯を詳細に
報告しました。ロゴマーク制作からはじまる
ブランドづくり，認知度アップ、サイン計画
( オーニングテント＆のぼりデザイン ) 等をス
タッフ全員と協議、メンバー同士で最終案を
決定したことで、モチベーションが上がり、
売上アップにつながったということでした。
一部、二部を通して施設職員と支援アドバ
イザーは課題や実績を共有することで認識
がより深まったことと思います。

 
実施日：2017 年 11月 21日（土）/ 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：さいたま
市障害者総合支援センター、SS・福祉デザイン委員会
( 山岡和彦、平山裕嗣、江口勲、和泉賢二、竹田良雄、
大塚恵利子、中島保久、中村真之介 )
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竹田 良雄

竹田 良雄

福祉プロジェクトレポート

福祉プロジェクトレポート

　さいたま市授産支援アドバイザー派遣事業（パンフレット制作）　

　さいたま市授産施設支援アドバイス「ぺんぎんカフェ」

制作したパンフレット

外壁制作現場

支援前 支援後

　2017 年 6 月、さいたま市障害者支援セン
ターの依頼で利用者の工賃向上につなげるた
めのさいたま市授産支援アドバイザー派遣事
業のパンフレットを制作しました。
アドバイザーに登録しているサデコメンバー
が中心となり、市内授産施設のデザイン支援
をした時の内容を詳細に掲載しています。
アドバイザー派遣事業とは障害者施設が取り
扱う授産製品やサービスの問題点について、
様々な分野の専門家が改善に向けた助言や
指導を行っています。

実施日：2017 年 9 月パンフレット完成　実施開始：
2017 年 6 月　事業実施者：さいたま市障害者総合
支援センター　企画・製作者：福祉プロジェト＆支援
アドバイザー（竹田良雄）　支援アドバイザー（和泉賢
二、江口勲、大塚恵利子、菊地俊孝、金田充昭、田
積正敏、竹田怜平、中村真之介、星野勇、山岡和彦）

　さいたま市から要請を受けて 2017 年
SADECO メンバーが 2017 年 4 月〜7 月ま
で計５回支援を行いました。
ぺんぎんカフェは 2015 年 11月、さいたま市
浦和区領家の浦高通り沿いにオープン。一般
社団法人ノーマライズうらわが運営する「グ
リーンフィンガーズ」のアンテナショップ。
カフェ内はある程度整っているが、店舗前は
雑然としてカフェとして分かりづらく、入りづ
らい雰囲気がありました。そこで、低予算で
魅力あるカフェに仕上げるために、現状の外
観を残しながらアンティークな外観デザインと
した。掲示板に貼るメニュー等も、アンティー
ク調に合わせてデザインを統一しました。

実施日：2017 年 4 月 8 日〜7 月 29 日計 5 回　実
施場所：ぺんぎんカフェ　事業実施者：福祉プロジェ
クト（竹田良雄、中村真之介、星野勇、田積正敏）/
ぺんぎんカフェ：中島捷子
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竹田 良雄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「ほっとラウンジ」
さいたま市から要請を受けて SADECO メン
バーが 2017 年 7 月〜12 月まで計５回まち
の小さなクッキー屋さん「ほっとラウンジ」の
支援を行いました。支援内容は店舗前の看板
デザインで施設職員のイメージにそったデザ
インを行いました。特に看板製作は鉄と銅の
てづくり工房「イヌイフュージョン」で製作し
ていただき、立体看板に直接印刷（ラテック
スインク使用）をしました。
日本で初導入した HP 特殊印刷機械で初めて
の試み、平面サンプルでは完成度が良かった
のですが、ロートアイアンへの直接印刷では
今の技術では難しく3 回挑戦していただき、
サンプルとは多少違いがありましたが、ある
程度のレベルまで引き上げられ完成しました。

実施日：2017 年 7 月 19 日〜 12 月 6 日計 5 回　実
施場所：ほっとラウンジ　事業実施者：福祉プロジェ
クト（竹田良雄、中村真之介、星野勇、イヌイフュージョ
ン：高濱 弘）ほっとラウンジ：（河面 英則、竹内 高子、
久恵聖恵）

　恒例の納涼祭が、2017 年 7 月15 日から
23日まで開催されました。当日は蒸し暑い中、
サデコのショップスタッフ共々、会員の方に
お手伝いを頂きました。本当に暑い中、御苦
労様でした。真ん中の広場は時としてビル風
が吹きます。また酷暑や急な天候の変化もあ
り、そんな中での販売は毎年何かしらの苦労
が付きまといます。今年も授産品のクッキー、
煎餅等の販売、そして恒例のキッズ向けくじ
の販売も行われました。顔見知りのお客様の
御来店もあり、ここ数年における毎年の出店
が認知されつつあると感じました。『これはど
こで売っているのですか？』と尋ねられる事
もあり、ショップの良い宣伝となっていると感
じました。
　また去る2月15日〜3月15日まで、ショッ
プでは恒例の確定申告記念セールが行われま
した。2 月の売上は 318,815 円で昨年比よ
り +45,703 増となりました。また来場人数
は 333 人となり、昨年比 +89 人増となりま

会議風景看板の設置

外観

完成した看板

SS・福祉デザイン委員会レポート

　サデコショップ「納涼祭り」「確定申告フェア」
赤井 克重

した。食品（特にパン類）が売れて、ショッ
プの売り上げ増に貢献してくれました。やはり
食品のカテゴリーは大事だと痛感させられま
した。
　売れる食品（クッキーや菓子類・県産品の
食品荷関するもの）の発掘や開発について、
今まで以上に掘りさげて行く事が特に大事だ
と考えました。

実施日：納涼祭り 2017 年 7 月 15 日〜 7 月 23 日
確定申告フェア 2018 年 2 月 15 日〜 3 月 15 日　
実施場所：埼玉県産業技術総合センター（SAITEC)
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地区会情報

　各地区会報告

　今年も天候に恵まれた 4 月 29 日土曜日、
毎年恒例の SADECO 懇親会を星亀椅子工
房で執り行いました。参加者はサデコ会員、
知人達も含め総勢 25 名。埼玉県産業技術
総合センターの新人赤坂さんと大沼さん、そ
して北海道から埼玉県に事務所を移した株
式会社ファシオネ代表でありクリエイティブ
エンジニアの登さんとクリエイティブマネー
ジャーの村上さんが初参加。また、昨年入
会の滝脇さんご家族と今年 4 月に入会の中
島さんご夫妻も初参加。2016 年度サデコ活
動の紹介映像を見ながら、皆で持ち寄った
美味しいお料理とお酒を楽しみました。お酒
は日本各地の本格的な地酒が集まりました。
皆の活動や仕事の話などを知ることができ、
親睦も深まり充実した会となりました。

SADECO DO ▶ 11月11日土曜日の夜、
実際に商品化され、地域がデザインで活性
化された実例を見に行きましょう、という見
学会を行いました。見学先のお店は虎ノ門ヒ
ルズ近く、旅する新虎マーケットというお店
です。ここ数年、地方商品のデザインも洗練
され、アイデア豊かで質の良いデザインが多
く生まれています。店内で実物を見ていると
勉強できる事が多く、こんなデザインも埼玉
で行かせないだろうか？と思うことも多く、大
変良い刺激になりました。見学後はアップサ
イクルプロジェクトチームの、東京都谷中で
行われた捨てたもんじゃない展に合流しまし

地区会情報 岩井 正子

　SADECO 親睦会（星亀椅子工房）　

秋のハゼ釣り

春日部温泉にて

虎の門ヒルズ 新虎マーケット視察

た。違うチームとの交流や意見交換もでき、
デザインについて多くの事を考える事ができ
た、大変充実した一日となりました。

（SADECO DO 岩井）

SADECO UK2 ▶ 「チームワーク」
摩擦の無い所に火は起きない。サデコの活力

「人」に在り、と実感させられる活動でした。
前半はさいたま・つく〜るの第 2 回を開催す
べく、企画会議を重ね、分担して各企業を訪
問し、県民への告知や、資料作り、会場装
飾など、スタッフ全員が大いに努力してパス
を繋ぎ、当日は参加者全員が非常に密度の

高い学びを得られるという、素晴らしいシュー
トを放つ事ができました。
後半は、メンバーの推薦による埼玉近隣の「楽
しみ方」を体験しました。「秋のハゼ釣り」で
は江戸川に繰り出し、船釣りを大いに満喫。

「UK2 新年会＠春日部温泉」には JAGDA
のメンバーも参加され、気軽な日帰り温泉と
宴会場での昼間からの宴に、大変盛り上がり
ました。
全体を通して「ひとりではできないこと」の
価値を感じ、様々な形で「広がり」を得る一
年となりました。

（SADECO UK2 川村）
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　第 30 回親子でつくる楽器教室

制作した楽器でコンサート

楽器の説明

楽器の説明

集合写真

色ぬり

スタッフと一緒に楽器づくり

葛谷 裕美青少年育成デザイン委員会レポート

 ２０１７年８月１９日（土）・２０日（日）小川
町の埼玉伝統工芸会館にて、第３０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、親子を対象に身近な素材を
使い、楽器づくりを楽しみながら、親子の触
れ合いと、ものづくりの楽しさを同時に味わ
える体験型教室です。制作する楽器は、紙
製のアルペンホルンと紙筒を使ったタイコで
す。参加者は、親子７組（子ども９名、保護
者７名）でした。今年は、２日間コースと１
日間コースを設定し、アルペンホルンは２日
間コース、紙筒タイコは１日コースで実施しま
した。
　まず初めに音の仕組みについてのお話を聞
き制作に入ります。その後、色やデザインの
基礎を学び、親子で思い思いの装飾を施して
作品を完成させました。
　スクールの最後は、演奏会と作品発表会
です。演奏家の方々の指導のもと、制作した
楽器を使い、みんなで演奏会を行いました。
がんばって完成させた自分の作品を発表する
子どもたちの表情はとても楽しそうで誇らし
げでした。

実施日：２０１７年８月１９日から２０日 実施場所：
埼玉伝統工芸会館 事業実施者：青少年育成デザイ
ン委員会 （葛谷裕美、大塚高由、千田正勝、才津純子、
三友邦昭、染谷珠樹、竹田良雄、星野勇）外部協力者：
８名 参加者数：１６名
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　賛助会員

　2017年は、SADECOの「ポスト30元年」。その活動は、⃝
SAITEC共催「商品企画デザイン塾」は、6月から1月まで10回開催。
受講者は39社、54人に及び、毎回、熱心に学ばれました。⃝「さいた
まつく〜る第2回」は、参加者18名、企業6社8名、スタッフ14名。商
品企画等のアイデア出しで楽しく盛り上がりました。⃝サデコスクー
ル「親子でつくる楽器教室」は、30回を迎えました。⃝「サデコショッ
プin埼玉県高齢・障害者ワークフェア2017」は、600名を超えるお客
さんが来られ、多くの方が授産施設の商品を購入されました。⃝アッ
プサイクルプロジェクトの「すてたもんじゃないデザイン展」「埼玉と
ぶぐちマルシェ」は、上野桜木あたりで開催。外国人を含むお客さん
で盛況でした。⃝地区会では、見学会、懇親会で交流を深めました。
と多岐に及び、若い人の活動が、際立った1年でした。2018年は、公
益認定の内容をシンプルに変更し、認定書を受理しました。「ポスト
30＝新SADECO」は、確実に前進しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　和泉賢二

　事務局から　新会員の紹介

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

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。

　平成29年度新会員

高濱 弘  たかはまひろし さいたま市　
  勤務先：イヌイフュージョン(株)役員・職種：製造業

登 豊茂男 のぼりともお　　　　 札幌市　
  勤務先：株式会社ファシオネ 代表取締役・職種：クリエイティブエンジニア

岡崎 幸治 おかざきこうじ　　　 さいたま市
  勤務先：(有)氷川工作所 代表取締役役・職種：製造業

大谷 聡  おおたに さとし            石川県小松市
  勤務先：(株)カラーマーク 代表取締役・職種：デザイン建材、 音楽/映像制作

　平成30年度新会員

本多 宏一 ほんだこういち　　　　 埼玉県寄居町
  2020HH　・職種：広告代理業（PRプロデュース業）

　平成30年度新法人会員

虎の尾ヨガ　 代表・和泉淳子　 さいたま市 

皆さんの幸せを彩る塾でありたい…

幸彩学習塾
埼玉県久喜市南栗橋 4-11-4 ラフィーネ 2-103　TEL&FAX　0480-52-3486

ブログ  http://blog.goo.ne.jp/kousai_g
ツイッター　http://twitter.com/kousai_g

LINE　@vhq7427b

サ デ コ シ ョ ッ プ を 応 援 し ま す

林  倫子

melody of null and void

調整とバガヴァッド・ギーター研究　虎の尾ヨガ

〒３３０−００６１さいたま市浦和区常盤９−２８−５

完全予約制　sisteroccult@gmail .com




