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2018 年 6 月総会　6 月 2 日 ( 土 ) 開催

「2017 年度事業報告 / 収支決算報告 / 監査報告 / 社員異動状況
報告 / 理事増員の件」の審議
会場 : 浦和ふれあい館 2 階第 1 集会室
議長 : 三友邦昭
司会 : 平山裕嗣
議事録作成人：森　恵　葛谷裕美
議事録署名人：菊地俊孝　瀧脇大典
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：2017 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：2017 年度収支決算報告・監査報告 
当期 ( 決算 ) 収入合計 /¥7,034,976
当期 ( 決算 ) 支出合計 /¥6,512,941　　　　　　　　　　　　　
いず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 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。
2018 年 3 月 31 日現在正社員数 /64 名 賛助会員数 /6 社
それぞれ報告し、出席者全員が確認した。
●第 4 号議案：理事増員の件
理事権田功に説明が求められ、議場に承認を求めた結果、瀧脇大
典氏より増員人数 (17 名 ) の根拠について、染谷珠樹氏より新組織
図との関連について質問があった。権田功理事、平山裕嗣理事、和
泉賢二理事、竹田良雄執行理事より詳しい説明があった。また林哲
也顧問より会の活発化になるとの意見もあった．活発な意見交換の
後、議場に承認を求めた結果、賛成多数 (17 名 ) により承認された。
総会後、特別講演「デザイン思考を取り入れた地方創生の取り組み
とは？」で、山岡執行理事が、沖縄県久米島と三重県あすなろう鉄
道の実例を紹介した。この講演会には、正会員以外の方も多く参加
された。その後、北浦和の居酒屋で懇親会を開催した。

2019 年 2 月総会　2 月16 日 ( 土 ) 開催

「2019 年度事業計画案 / 収支予算案」の審議 
会場 : 浦和コミュニティセンター第 1 集会室
議長 : 森恵
司会 : 三友邦昭
議事録作成人 : 和泉賢二 葛谷裕美
議事録署名人 : 大谷聡 染谷珠樹
●第 1 号議案：2019 年度事業計画案 
理事 ( 副事務局長 ) 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 :2019 年度収支予算案
当期 ( 予算 ) 収入合計 / ¥8,348,000
当期 ( 予算 ) 支出合計 / ¥8,348,000　　　　　　　　　　　　
前期繰越金から / ¥492,447 　　　　　　　　　　　　　　　
いずれも執行理事山岡和彦に説明が求められ、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。総
会終了後、同会場で川村理事が「会員名刺」を準備中であることの
報告、新会員中大介さん、本多宏一さんの自己紹介、林顧問の挨
拶があった。「懇親会」は近くの「来来軒」( 参加者 15 名 ) で開催
した。

　2018 年 6 月総会・2019 年 2 月総会
和泉 賢二
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権田 功

平山 裕嗣

　「SADECO デザインコンペティション 2019」開催決定

　埼玉県産業技術総合センター共催「マーケティング塾」

地域活性委員会レポート

地域活性委員会レポート

　公益社団法人埼玉デザイン協議会では、
埼玉地域の特産品をはじめとする商品や企
業、観光などにデザインを結びつけることに
より、地域産業の活性化、販売促進及びデ
ザイナーの育成を図ることを目的として、デザ
インコンペティションを実施します。そこで、
このコンペをより具体的に事業者の思いや問
題解決に役立てるために、事前に事業者か
ら課題を募集しました。例えば新商品のパッ
ケージデザインや、新商品企画や新規事業
企画等の課題を事前に事業者から募集しまし

た。事業者から寄せられた課題の中から３つ
程度の課題について埼玉県在住在勤のデザイ
ナーの方はもとより、地域の方から各テーマ
への提案等、課題に基づいたデザインやアイ
デアを募集し、選ばれた提案者と企業・事業
者とが協働して魅力ある商品等を創造します。
埼玉の有望な資源を生かし、より輝かせるた
めの素晴らしい提案を募集します。

「SADECO デザインコンペティション 2019」
2019 年５月２０日　募集開始

オリエンテーションの様子

プレゼン風景

地域活性委員会レポート

　第 15 回埼玉北部地域技術交流会出展　
権田 功

　平成 31 年 2 月13 日（水曜日）、埼玉縣
信用金庫熊谷本町ビルにおいて第 15 回埼
玉北部地域技術交流会が「100 年先の産業
ビジョンを築く ～混乱の時代に対応する戦
略とは～」といったテーマで開催されました。
公益社団法人埼玉デザイン協議会は、例年
の様に支援機関として展示ブースにて活動
PR を行いました。
基調講演は、愛知淑徳大学教授 真田 幸光 
氏により「国際情勢の現実と未来」と題し
て行われ、アメリカや欧州国家の経済戦略
の変化や、中国の「一帯一路戦略とアジア

インフラ投資銀行」を始めとする国家戦略
の実態と脅威について等、解りやすく現在
から将来への世界情勢の流れについて、そ
してそうした中での日本と日本企業の在り方
についてお話を伺いました。続いてのパネル
ディスカッションでは、「地域企業が実践す
るイノベーションへの実践」と題して行われ、
真田先生をコーディネーターに、埼玉の企
業からは、株式会社アールディシー・ガッテ
ン寿司の久志本 京子 氏（代表取締役会長
兼社長）、株式会社秩父ファーマーズファク
トリー・兎田ワイナリーの深田 和彦 氏 ( 代

表取締役 )、プレス加工・チタン加工の株式
会社名取製作所 名取 秀幸 氏（代表取締役
社長）の三氏より、それぞれの企業の現在
に至るまでの歴史と現在実践している事業、
今後の抱負等のお話がありました。
総参加者数は120 名、講師・パネラー・出
展者及び来場者との交流が図れました。終
了後には、さらに参加者同士和やかに懇親
会が行われました。

実施日：2019 年 2 月13 日 / 実施場所：埼玉縣信用
金庫熊谷本町ビル / 参加団体：18 団体

　( 株 ) サイホ―プ ロ パティーズ 様 から
「Wunder360 S1」と「BrinnoTLC130」の販
売促進企画の課題をいただき、埼玉県産業
技術総合センターとの共催で会場を新都心
ビジネスプラザにて下記日程・内容で講師
を姫野裕基氏（サデコ会員）、塾長平山理事
のもと実施した。
　内容はオリエンテーション、第１回：事業
構想（マーケティングの基礎を学び、事業構
想を立てる）、第２回：コミュニケーション設
計（（ターゲットのアプローチ方法を学ぶ）、
第 3 回：ツール設計（適切なプロモーション
の展開を学ぶ）、第４回：プレゼンテーショ
ン（プレゼン方法を学ぶ）、第５回：企画発
表（企画を発表し、内容をブラッシュアップ）
、サイホ―プロパティーズ会議室にてプレゼ
ンテーションを実施した。

塾の参加者からは満足のいく講座だったと
の評価をいただき、また、課題提供者から
　『綿密なリサーチにまず驚かされました。
ライバルを知り、弊社が抱えている課題を
踏まえていただいた上での提案だった為、
ズレがなく是非実行してみたいと思える内容
でした。』『質の高いプレゼンをしていただけ
て、会社としてもメリットを感じました。社
内では「どうせ出来ないだろう」とつい諦め
てしまいがちな企画を外部からこれだけの
完成度で企画提案していただけるのは、凝
り固まった体制に新しい風を吹かせるのにい
いと思います。』とコメントをいただけた。

実 施日：平成 30 年 8 月 9 日より12 月 14 日まで
第 6 回 / 共催者：埼玉県産業技術総合センター / 
SADECO 参加者：平山裕嗣、姫野裕基
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地域活性委員会レポート

青少年育成委員会レポート

　２０１８年８月４日（土）、リンナイ株式会
社北関東支店の後援を頂き、その会場をお
借りして、第３１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。今年は、「お
やこでたのしいタイコつくり」ということで、
紙筒を使ったタイコを作りました。参加者は、
親子８組（子ども１０名、保護者８名）でした。
　まず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
タイコを使い、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：２０１８年８月４日　実施場所：リンナイ株式
会社北関東支店　事業実施者：青少年育成委員会　

（葛谷裕美、千田正勝、才津純子、三友邦昭、長野繁敏、
竹田良雄、星野 勇、川村涼馬）　外部協力者：７名　
参加者数：３３名

　ウェスタ川越「グラフィック講座」

　第 31回親子でつくる楽器教室

竹田 良雄

葛谷 裕美

　2018 年ウエスタ川越にて10 月から 4 回
の「レイアウト基礎講座グラフィックデザイン」
を SADECO メンバーで開催。受講者は自ら
のチラシデザイン制作をマスターするために
参加。
イベント・公演会を開催している職員、コー
チングセミナー・研修をしている指導者、メ
ンタルヘルス経営者、マッサージ師、弁護士
等多彩な方が熱心に受講されました。まだま
だ指導したいことはありましたが、チラシの
奥深い知識を知っていただいたのではないか
と思っています。
　第１回：デザインの基礎講座、第２回：宣伝
物に役立つ撮影テクニック講座、第３・４回は
チラシレイアウト実習を行いました。皆さんか
ら好評で次回の開催を求められました。

実 施 日：2018 年 10 月 18 日、11 月 1日・15 日・24
日　実施場所：ウエスタ川越　事業実施者：SADECO

（竹田良雄、江口勲、和泉賢二、菊地俊孝、大塚恵利子、
野辺五月（外部講師））

ウェスタ川越

参加者のみなさんセミナーの様子

楽器作り演奏を聞く子供達

会場の様子
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福祉支援委員会レポート

福祉支援委員会レポート

　当事業所は「健康・オーガニック」をコン
セプトに５品目程度のお菓子を製造販売し
ている。『木の実のグラノーラ』はパレスホ
テル大宮が推奨する平成 29 年度焼き菓子
コンテストで準優勝、『幸せレモンクランブ
ル』は平成 30 年度に優勝している。今回
はお菓子類のブランディングからロゴマーク
を含めたパッケージとリーフレットのデザイ
ンを主に行った。施設名になっているニュー
ジーランドにのみ生息し樹齢 2500 年に達
するものもある“Kauri の木 ” をモチーフに

『高級感』と『親しみやすさ』の両方を感じ
させるデザインを提案した。リーフレットで
は素材や製法への強いこだわりを細密な手
描きイラストで説明。手描きイラストにより
一つ一つ丁寧に作っていることを同時に表現
できた。

実施日：2018 年７月 26 日から 2018 年 12 月 21
日　実施場所：kauri　施設側担当者：芝崎有光（管
理者兼サービス管理責任者）、大木美幸（保健師・
看護師・生活支援員）SADECO：江口勲 田積正敏

　平成 30 年度障害者就労施設支援事業 特定非営利活動法人あおーら就労継続支援事業 虹 「菓子工房あおーら」

　平成 30 年度障害者就労施設支援事業 障害福祉サービス事業所就労継続支援 B 型「Kauri」

竹田 良雄

江口 勲

　平成 30 年度障害者就労施設支援事業とし
て NPO 法人あおーらから依頼を受け、2018
年 7 月 27 日から 2019 年 1月 23 日までメ
ンバー 2 人でデザイン支援を行いました。
　菓子工房あおーら虹は主に施設内でお菓子
を製造販売しています。平成 18 年に設立さ
れて以来、施設職員がチラシ、パンフレット
等の制作をしていました。今回、デザインの

刷新依頼があり、新たに「あおーら虹」のブ
ランド開発から始め、施設内で制作できるよ
うに Word ソフトでデザインをしました。
　依頼内容は商品紹介ポスターとチラシ、施
設紹介リーフレット、製品パッケージデザイン
などです。お菓子のてづくりと環境（飯能市）
をテーマにスイーツがたっぷりと詰まった、て
づくりの美味しさを表現したデザインにしまし

打合せ風景

支援前

制作したロゴ 支援後

チラシ打合せ風景

パッケージ

た。お菓子を散りばめたポップ調のロゴマー
クをメインに施設外観イメージをイラスト化し
て、施設職員希望のおしゃれな菓子工房へと
デザインを変えました。

実施日：2018 年 7 月 27 日～ 2019 年 1月 23 日 / 実
施場所：菓子工房あおーら虹/事業実施者：福祉プロジェ
クト（竹田良雄、吉田美智代）/ 施設側担当者（窪寺朋子、
平沼優子）
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福祉支援委員会レポート

福祉支援委員会レポート

　恒例の納涼祭が、スキップシティで 7 月
13 日～ 22 日まで今年も開催されました。
ショップでは前の広場に出店し、子供向け
のくじや授産品の一部である、ラスクやクッ
キーなども販売しました。
　今回の目玉は原点に戻り（初参加の時の
企画と同じ）、授産品の味噌を用いた “ 冷や
汁 ” でした。納涼祭の出店は既に認知され
ていて、毎年来られる方も大勢いらっしゃい
ます。その中には、くじを毎年楽しみにして
いるちびっ子たちも！今回も、授産品の味噌
の味を夏の冷たい“冷や汁”を試飲して頂き、
味噌を購入して頂けた方も。陽射しは厳し
かったのですが、来店される方の『美味しい
ですね！』の声と、ちびっ子たちの元気に励
まされた納涼祭でした！
　また確定申告フェアでは、授産品の食品
のパンなども今年も来場者の皆様に購入し
て頂き、授産品の認知に一役買って頂いた
ことが喜び！のフェアでした。

　平成 30 年度障害者就労施設支援事業 特定非営利活動法人あかり「あかりワークス姫宮」

　サデコショップ「納涼まつり」「確定申告フェア」

田端 克雄

赤井 克重

　平成 30 年度障害者就労施設支援事業（技
術指導員支援制度）として、SADECO が委
託を受け、2018 年 8 月12 日から 2019 年
1月 29 日まで、南埼玉郡宮代町にある特定
非営利活動法人あかり「あかりワークス姫宮」
のデザイン支援を行いました。あかりワーク
ス姫宮では、主におせんべいの販売（せんべ
いの袋詰め・シール貼り・箱詰め）などの作
業を行っています。
　施設からの支援の要望は、粉末緑茶「あか
りの茶畑」のパンフレットデザイン、「おなめ」
のパッケージデザイン、おせんべいの販売棚
のディスプレイデザイン、ホームページリニュ
アルのためのせんべいの写真撮影などです。
　あかりの茶畑のパンフレットは、施設で販
売している「大福」を添えた写真撮影を行い、
コンパクトな A5 サイズに仕上げました。新
商品となる「おなめ」は、作業性も考慮して
蓋部に貼るラベルデザインを作成。
おせんべいの販売棚のディスプレイでは、組
み立てが簡単にでき、材料に無駄のでない
木製箱の提案や、お客様が購入しやすいよう

に、価格表記の POP や、それぞれのおせん
べいの写真に特徴を添えた POP の制作など
を行った。

実施日：2018 年 8 月12 日から 2019 年 1月 29 日　
施設担当者：金森恵美子、平井智成　SADECO：和
泉賢二、田端克雄

POP を施したおせんべいの販売棚

粉末緑茶「あかりの茶畑」のパンフレット木製箱の検討

「おなめ」のラベルデザイン木製箱の検討

サデコブース
実 施 日：2018 年 7 月 13 日 ～ 22 日 / 実 施 場 所：
SKIP シティ彩の国ビジュアルプラザ
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　11月 20 日（火）さいたま市 障害者総合
支援センター ( 会場・主催 ) で、施設職員お
よび利用者対象の「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)。参加者は、
８施設、職員10 名。アドバイザー１名。司会：
平山裕嗣理事。　　　　　
　第一部「授産活動活性化セミナー」は、自
主製品の魅力がアップする !！『展示・ディ
スプレイって大切 2018』( 販売促進に役立
つディスプレイの基礎を学ぶ ) で、講師は山
岡和彦理事。プロジェクターを使って最新の
銀座や池袋のデパートや店舗の多くの実例
ディスプレイを紹介、それらは、購買に至る
までの心理を読んで考えられていること( 普
遍的な真理 ) や、色はどんな意味を人に与
えているか等の解析から商品展示の考え方
進め方をレクチャーしました。続いて、大塚
恵利子理事がクリスマス商戦に役立つ、切
り紙細工 ( 折り紙＋ハサミ ) を実技指導、参

　埼玉県産業労働部就業支援課から 2018
年度も参加依頼を受け 9 月14 日（金）、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 2018」を開催いたしました。
　会場では①サデコショップ（33 施設の授
産製品販売）②アップサイクルプロジェクト
製品の展示と販売　③サデコスクール「親
子でつくる楽器教室」で制作した楽器紹介
　④中小企業・授産施設を対称に商品開発
相談会　⑤サデコ広報等、約 6 時間のイベ
ントを行ない 570 人の来場者がありました。
今年もほっとすてーしょんのパンを販売して
売上げは昨年よりアップ。埼玉県高齢・障害
者ワークフェア表彰式後、上田知事にサデ
コショップの会場を視察いただきました。

実施日：2018 年 9 月 14 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：福祉支援
委員会（長野繁敏、和泉賢二、権田功、大塚恵利子、
川村涼馬、平山裕嗣、星野勇、赤井克重、竹田良雄、
森田充則、田積正敏、篠崎、森恵、高濱弘、ショッ
プ担当：山口和子、永瀬京子

加者が実践し、切り方によっていろいろなカ
タチが出来上がるのに、驚き、楽しんでいま
した。( 江口勲理事、瀧脇大典アドバイザー
が指導 )　休憩後、『自主製品陳列展示の実
践方法』として６施設の支援員さんがそれぞ
れテーブルを舞台に自主製品をディスプレイ
し、それに対して竹田良雄理事が採点、ア
ドバイス指導を行いました。色布や立体ブ
ロックまた廃材等を使っての基本を提示、ビ
フォーアフターに驚きの声もあがり、参加者
はメモをとったり、質問もされていました。                                                                 
第二部「授産支援アドバイザー養成研修会兼
報告会」は、竹田良雄理事が、さいたま市
の授産支援アドバイザー派遣事業について、
今までの実積を紹介しながら説明しました。

実施日：2018 年 11 月 20 日（火）/ 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、福祉支援委員会 ( 平
山裕嗣、山岡和彦、大塚恵利子、江口勲、瀧脇大典、
竹田良雄、和泉賢二 )

和泉 賢二福祉支援委員会レポート

　平成 30 年度さいたま市授産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 2018　
福祉支援委員会レポート

上田知事の視察

会場の様子

会場の様子

ディスプレーの実践

SADECO スタッフ



08　SADECO JOURNAL 43

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

　社会福祉法人ハッピーネット「大宮ゆめの園」デザイン支援

　社会福祉法人ハッピーネット「大宮ゆめの園」　撮影講座　

入力指導風景

職員の方が撮影に挑戦職員の方にレクチャー

　さいたま市から要請を受け、SADECO メ
ンバーが 2018 年 7 月～ 2019 年１月まで計
10 回。多機能型事業所「大宮ゆめの園」の
デザイン支援を行う。支援内容は①施設シン
ボルマーク、②販売台のディスプレー（縦看板、
プラスカード、のぼり、横断幕）、③焼き菓
子パッケージ（シール等）。
　シンボルマークは大宮ゆめの園のキーワー
ド（夢）を元に新たに制作（Dream Park「DP」）。
入居者と職員のつながり、そして限りない施
設の成長を願っています。
　パッケージは施設希望の高級感を出すた
めに箔押しシールで展開。またディスプレー
等のビジュアルはシンボルカラー（ダークグ
リーン）を決め、統一することで、おしゃれ
な洋菓子店をイメージさせる。
　プライスカードは施設で入力できるよう
に、PDF ファイルに商品名、価格等直接書
き込みできるような印刷フォーマトを提供し
て、その入力指導も行った。
　シンボル変更に伴い、職員のシンボルに対

　さいたま市から要請を受け、2019 年 1月
22 日、2 月 8 日・18 日社会福祉法人ハッ
ピーネット　大宮ゆめの園にて SADECO メ
ンバーが 3 回支援を行いました。
第１回：パワーポントによる解説 / 基礎編、
第２回：2 日目は屋内撮影のテクニック指導

（スタジオ撮影）、第３回：屋外撮影のテクニッ
ク指導（野外ポートレート）。実演を兼ねた撮
影テクニックを指導したことで、商品の魅力を
引き出せる販売戦略が理解できたと感じます。

実施日：2019 年 1月 22 日、2 月 8 日・18 日 / 実施場所：
大宮ゆめの園 / 事業実施者：福祉プロジェクト（竹田良
雄、滝脇大典）

する愛着こそが大宮ゆめの園のファンを作る
ことに繋がり、そして利用者工賃のベースアッ
プにつながることが期待できます。

実施日：2018 年 7 月19 日～ 2019 年 1月 29 日 / 実
施場所：大宮ゆめの園 / 事業実施者：福祉プロジェク
ト（竹田良雄、森田充則、滝脇大典）/ 施設側担当者
/ 杉本恵（所長）、佐々木 希（支援リーダー）
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竹田 良雄福祉プロジェクトレポート

　特定非営利法人　就労継続支援 B 型「ゆいのわ」デザイン支援
さいたま市から要請を受け、SADECO メ
ンバーが 2018 年 6 月～11月まで計10
回、就労継続支援 B 型　「ゆいのわ」の
デザイン支援を行う。支援内容は①施設
シンボルマーク、②広告媒体（ポスター、
チラシ等）。施設は平成 28 年に開設、地
元の協力企業からの農作業委託によるネ
ギの生産及び出荷調整作業を中心に行っ
ている新しい施設。デザイン支援するうえ
で最も重要視したことは見沼の環境で育
てられた新鮮なネギの魅力を PR。みずみ
ずしさを伝えるためには写真が一番大切
なので、ネギの成長も含め約 5 ヶ月かけ
て撮影。シンボルは安心感・信頼感・親
しみやすさが伝わる生産者の似顔絵で提
案した。

実施日：2018 年 6 月 29 日～11月 7 日 / 実施場所：
就労継続支援 B 型　ゆいのわ / 事業実施者：福祉プロ
ジェクト（竹田良雄、森田充則、田積正敏）/ 施設側
担当者 / 杉山忍真（所長）、守富弘彰（生活支援員）

　SADECO DO では、毎月地区会を開催し、理事会報告、各委員会の情報提供、各委員会の
実施事業への協力参加等を行い、地区会の活性化を図り、地域社会への貢献を目指しておりま
す。今回は 2 つの事例についてご紹介いたします。
◉第 31回親子で作る楽器教室への協力参加
2018 年 8 月 4 日、リンナイ株式会社北関東支店研修室 ( 上尾市 )
当日は 8 家族 10 名のこども達が集い、親子が一体となりそれぞれの思いのこもった太鼓の制
作を行い、作った作品での演奏会をフィナーレに楽器教室の幕が閉じられました。
◉ ONEDAY24 様との交流会への参加
2018 年 11月 21日 ONEDAY24 ＆ SADECO 交流会 ( 参加 15 名 )として、さいたま市にある
酒造メーカー株式会社小山本家酒造様の工場見学に参加いたしました。出荷量全国第 4 位を誇
る最新設備と精米から出荷までの徹底した品質管理が良質なお酒を生んでいると感心いたしま
した。その後、ONEDAY24 様との懇親会をもって和やかに締めとなりました。

ポスター

制作したチラシ

制作したチラシ

打合せ風景

SADECO DO レポート

　SADECO DO 報告
三友 邦昭
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地区会情報

　SADECO 親睦会 in 星亀椅子工房　
竹田 良雄

 平成が終わり、令和へと移りゆく中、偶然
にも、時代を超えて愛されてきた様々な「文
化」に多く触れる一年となりました。
  4 月には江口理事の「保存と修復」セミナー
で世界・日本の椅子文化の潮流を学び、8
月には「南越谷阿波踊り」で祭り文化のエネ
ルギーに触れ、9 月には「株式会社モリサワ」
で書体文化の今昔を学び、年が明けた 2 月
には「月島散策・もんじゃの会」で江戸東京
の下町文化と食文化を楽しみました。
  また大塚理事を中心とした「さいたま・つ
く～る 伝統工芸 KIMEKOMI」をはじめ、
アクティブかつ文化的な活動も光りました。
各会員が活動から感じ取った「何か」が、時
代を超えて、サデコ文化の幅や人の繋がり、
そして各個人の世界観に、さらなる広がりを
生むことを期待しています。

　2018 年 5 月 27 日、昨年より一ヶ月遅れ
で恒例 SADECO 懇親会を星亀椅子工房で
催しました。 
　参加者はサデコ会員、知人、子ども達も含
め総勢 24 名。今年は JAGDA 埼玉メンバー
の関根様、鈴木様、島田様に参加いただきま
した。長野代表理事の挨拶と乾杯の音頭で
始まり、各自持ち寄った手作り料理に舌鼓を
うちながら歓談。そして川上さんに映像機器
を持参していただき 2015・2016・2017 年
度のサデコ活動を大スクリーンに上映。途中
で集合写真をとり、ふたたび持ちよった手作
り料理を食べながら自己紹介を兼ねた近況
報告！あっという間の 4 時間でした。

SADECO UK2 レポート 川村 涼馬

　SADECO UK2 報告

南越谷阿波踊り

株式会社モリサワ見学

月島散策もんじゃの会 きめこみ体験
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情報交流委員会レポート

　SADECO & ONEDAY24 交流会 世界鷹小山家グループ 小山本家酒造見学会
竹田 良雄

　サデコ忘年会を12 月 22 日（土）山下軒
で開催。参加者は 26 名でサデコメンバー以
外では JAGDA（日本グラフィックデザイナー
ズ協会）埼玉地区会の関根様と鈴木樣、コ
ピーライターの野辺様が参加しました。また、
久し振りにサデコメンバーの弁理士峯様と日
本弁理士会のメンバーでもあり、今年サデコ
入会の中様、そして寄居の広告デザイン会社

「2020HH」を経営されている本多様 ( 今年
サデコ入会 )と同社のクリエイティブディレ
クター林様も初参加されました。

地区会情報 竹田 良雄

　SADECO 忘年会 in 山下軒

巨大なタンク 小山本家の製品

見学風景

　11月 21日（水）、文化 6 年（1808 年）世
界鷹小山家グループ 株式会社小山本家酒造
見学会をしました。
　川越線西大宮駅から徒歩10 分の場所に
大工場があり、H29 年度世界鷹小山家は清
酒出荷量は全国で 4 位、吟醸酒出荷量は獺
祭に継いで第 2 位。今回は株式会社小山本
家酒造の小松崎社長の計らいで午後 2 時半
から約 2 時間コースの見学。ビデオで世界
鷹グループ紹介に始まり、巨大工場の自動化
された工程（精米→洗米→蒸米→麹づくり→
発酵→熟成→搾り→原酒→濾過→火入れ→
熟成→出荷）までを見学しました。
　そして最後は利き酒体験、全問正解者も
出ました。また世界鷹小山家グループは秋田
県（北鹿）、新潟県（越後桜と雪椿）、京都府（京
姫）にも蔵を構えています。埼玉県人として
誇れる世界鷹、見学会後タクシーで大宮駅に
移動して懇親会、お酒は夫婦で営んでいる「和
らい家じゅうべい」日本酒にあった料理を振
る舞っていただきました。

実施日：2018 年 11月 21日　実施場所：株式会社小
山本家酒造　事業実施者：SADECO( 和泉賢二、権
田功、田端克雄、三友邦昭、瀧脇大典、大塚恵利子、
竹田良雄）　ONEDAY（8 名）
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　賛助会員

　平成から令和に元号が変わりました。SADECO設立の1986年は
昭和61年です。SADECOは昭和、平成、令和と三代に渡り生きること
になりました。令和は、Beautiful Harmonyの意味を含んでいると
のことです。SADECOの理念にも通じると思います。2019年は、新
理事、監事が選ばれ新体制になります。各委員会の充実で活発な活
動が期待されます。変化する時代に対応できる柔軟性と、変わらぬ信
念を貫く継続性の両輪を持つSADECOでありたいと思います。
NO SADECO NO LIFE !
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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30年度新会員

中 大介  なかだいすけ　　　　　　 新座市　
  勤務先：中特許事務所 代表・職種：弁理士

平山 佳代  ひらやまかよ　　　　　　 戸田市　
  勤務先：株式会社えにしす 代表取締役・職種：ポスティング業 広告業

　平成31年度新会員

野口 英明  のぐちひであき　　　　　 東京都杉並区
  勤務先：株式会社インターフェイス 代表取締役・職種：工業デザイナー

　平成31年度新法人会員

有限会社 東武印刷 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役・武仲 功　　　　東京都墨田区

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


