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最優秀賞

地域活性委員会

権田

イヌイフュージョン株式会社賞

尾林 桃子 さん

埼玉みやげラボ賞

工藤 亜美 さん

有限会社宮野園賞

廣川 早紀 さん

下出 翔太 さん

功

SADECOデザインコンペティション2019
公益社団法人埼玉デザイン協議会（SADECO）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「SADECOデザインコ
ンペティション2019」を開催しました。このコンペは、埼玉県
在住在勤のデザイナーの方はもとより、地域の方からそれぞれ
のテーマへの提案等、課題に基づいたデザインやアイデアを募
集し、選ばれた提案者と課題提供事業者が協働して魅力ある
商品等を創造していくものです。
応募総数128点ものご応募案の中から第1次審査、第２次審
査を行い、選出された12点11名の方々に最終公開審査会にお

受賞者（敬称略）

最優秀賞

下出 翔太

イヌイフュージョン株式会社賞

尾林 桃子

埼玉みやげラボ賞

工藤 亜美

有限会社宮野園賞

廣川 早紀

優秀賞

阿曽沼一司

荒井 光弘

井出 利江

瀬戸まりあ

瀧脇 大典

中川 雅由

奨励賞

毛塚 順次

徳嵩 咲穂

いてプレゼンテーションを行って頂きました。最優秀賞には、
課題テーマ02「女性にも優しいMOKKIN(木製ダンベル)デザ

賞・賞金

イン」/TRANITUREにご応募頂いた下出翔太さんの「TWIN」

最優秀賞

1点

賞金 １０万円

賞状

が決定しました。そして、各テーマごとに選出した提案者と課

各事業者賞

3点

賞金

賞状

題提供事業者が、実現に向けて協議して進めます。

優秀賞

8点

副賞（記念品等）

賞状

奨励賞

1点

副賞（記念品等）

賞状

実施日

2019年5月20日～2019年8月17日

後援

埼玉県、一般社団法人埼玉物産観光協会

協賛

イヌイフュージョン株式会社、TRANITURE、埼玉みやげラボ、有限会社宮野園

審査員

福島泰年、長野繁敏、江口勲、大塚恵利子、竹内仁子、平澤栄樹、齊藤哲也、宮野圭司

事業実施者

地域活性委員会（権田功、中大介、森恵、平山 裕嗣、登 茂男、菊地 俊孝、中島保久、高濱弘、星野勇、本多宏一）

地域活性委員会

５万円

権田

功

第16回埼玉北部地域技術交流会
第16回埼玉北部地域技術交流会が、令和2年2月13日(木) 早稲田リサー
チパークコミュニケーションセンター（本庄市）において開催されました。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。SADECOでは、簡単な活動紹介の他、埼玉地域の地域産
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開催し
た「SADECOデザインコンペティション2019」ついて紹介しました。
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地域活性委員会

森
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恵

アップサイクルプロジェクト
親子で狭山茶ワークショップ
サデコアップサイクルプロジェクト「親子で狭山茶ワー
クショップ」を開催しました。アップサイクルの対象は「茶
殻」。お茶を淹れた後の茶殻を捨てずにクッキーにして食
べる茶葉クッキー作りをメインに、お茶講座・お抹茶アート
を加えたワークショップとなりました。
子ども13名、大人7名が参加。宮野園様より自宅で簡単
に取り組めるアップサイクルレシピとして、茶葉ご飯も教わ
りました。
「お家でママにやってあげる」
「楽しかったので家でも作
ります！」等、ワークショップ後には、子どもたちの嬉しそう
な笑顔を見ることができました。

総

実施日

2019年12月14日（土）

実施場所

リンナイ株式会社北関東支店

協賛

有限会社宮野園、リンナイ株式会社

事業実施者

大塚恵利子、星野勇、三友邦昭、森恵

会

和泉 賢二

2019年6月総会・2020年2月総会
2019 年 6 月総会

6 月 1 日（土）開催

2020 年 2 月総会

2 月 8 日 ( 土 ) 開催

会場 : さいたま市民会館うらわ 101 集会室

会場 : さいたま市民会館うらわ 705・706 集会室

議長 : 田端克雄

議長 : 影山和則

司会 : 川村涼馬

司会 : 中

大介

議事録作成人 : 竹田良雄 和泉賢二

議事録作成人 : 大塚恵理子 登

議事録署名人 : 本多宏一

議事録署名人 : 本多宏一 瀧脇大典

森

恵

豊茂男

●第 1 号議案 :2018 度 事業報告

●第１号議案：2020 年度事業計画案

●第 2 号議案 :2018 年度収支決算報告・監査報告

●第２号議案：2020 年度収支予算案

●第 3 号議案 :2019-2020 年度理事選任 /2019-2022 年度監事選任

議案についてはすべて原案どおり承認されました。

●第 4 号議案 :2018 年度社員移動状況報告
議案についてはすべて原案どおり報告・承認されました。
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青少年育成委員会

三友 邦昭

第32回SADECOスクール 陶芸教室

2019年8月24日(土)13：00~16：00、さいたま

を使ったデザインの話に始まり、当日の製作手順

た。子供さんたちの一生懸命に取り組んでいる姿

市見沼区深作の特定非営利活動法人春野のびる

を説明後、作陶作業へと進み、受講者の皆さんは

に大変感動いたしました。作品はこども陶房「夢

学童クラブにおいてSADECOスクールの新たな

一生懸命、作業に没頭し、湯飲み、お皿、小鉢、箸

限」(当日の陶芸指導)にて、素焼き，施釉、本焼き

教室として陶芸教室が催されました。当日は4才

置きなど一人2～3点の作品を作り終えました。そ

し、完成品の引き渡しを行い、第32回SADECO

から中学1年生までの17名の参加を得て、約3時

の後、受講者一人一人にSADECOスクール修了証

スクール陶芸教室のすべてのスケジュールが終了

間の教室となりました。初めにわかりやすい冊子

を授与し、全員で記念撮影を行い終了いたしまし

いたしました。

実施日

2019年8月24日(土)

実施場所
参加者
事業実施者

春野のびる学童クラブ
17名
青少年育成委員会(三友邦昭、葛谷裕美、高濱弘) 、本多宏一、大塚恵利子、瀧脇大典、星野勇

指導委託先

こども陶房「夢限」

福祉支援委員会

和泉 賢二

令和元年度授産活動活性化セミナー

実施日

2019年11月21日(木)

実施場所

さいたま市障害者総合支援センター

参加者

7施設、職員9名、アドバイザー1名

事業実施者

山岡和彦、大谷聡、大塚恵利子、星野勇
和泉賢二、竹田良雄

11月21日（木）さいたま市 障害者総合支援セ

設さんの自己紹介に基づいて、３つのグループに

ンター(会場・主催)で、施設職員および利用者対

分かれ、課題商品をA.パン、B.さをり織り、C.コー

象の「授産活動活性化セミナー」と「授産支援アド

ヒーとして、オズボーンのチェックリストに沿って、

バイザー派遣事業報告会」を行いました。

ブレインストーミング。グループA.に.山岡＋和泉、

新商品開発へのチャレンジセミナー「アイデア

B.に大塚＋星野、C .に大谷＋竹田が参加しまし

発想法からのものづくりのヒントとは」で山岡理

た。40分、それぞれのグループで、活発にアイデア

事が プロジェクターを使って商品開発のポイン

出しが行われ、各グループの代表者が結果を発表

ト、オズボーンのチェックリスト（転用、応用、変

し、参加された皆さんが共有しました。新商品開

更、拡大、縮小、代用、置換、逆転、結合の9種の

発には、柔軟な思考がとても重要であることを実

発想法）の紹介、また、それらの発想から生まれ

感されたことと思います。

た実例商品を提示しました。続いて参加された施
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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2019
埼玉県産業労働部就業支援課から2019年度参
加依頼を受け9月12日（木）、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2019」を開催。
会場では①サデコショップ（34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、サデコ会員/星亀木工所作品「コースター」の
展示販売。③サデコスクール「2019年度、陶芸
教室に参加した特定非営利法人 春野のびる学童
クラブの作品と陶芸教室指導員三友邦昭作品」、
「親子でつくる楽器教室で製作した楽器」を紹
介。④中小企業・授産施設を対称に商品開発相
談会。⑤サデコ福祉活動を大谷理事制作のビデ
オで紹介するなど、6時間のイベントを行ない約
540人の来場者がありました。
今年は社会福祉法人鳩ヶ谷ほっとすてーしょん
のパンを倍増して販売、売上げは昨年よりアップ
した。

実施日

2019年9月12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

福祉支援員会（赤井克重、大谷聡、竹田良雄）、ショップ担当（山口和子、永瀬京子）、長野繁敏、和泉賢二、大塚恵利子、川村涼馬、葛谷裕美、権田功、高濱弘、
瀧脇大典、田積正敏、中大介、登豊茂男、平山裕嗣、星野勇、三友邦昭、森恵

サデコショップ

赤井 克重

「納涼まつり」
「SS10周年感謝セール」
「確定申告フェア」
今 年度は3つのフェアを開催。① 納涼まつり
（期間：7月13日〜21日）ショップ前の広場に出店
して揚げ物（ドックサンド、ポテトフライ）販売、子
供向けのクジなどで来場者に楽しんでいただく。
②10周年記念セール（期間：10月25日〜27日）
埼玉県内の授産製品取扱店「サデコショップ」は
SKIPCITYに移って今年で10周年を迎えることが
できた。皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて3日
間記念セールを開催。③確定申告フェア（期間：2
月17日〜25日）今年度の確定申告は2月17日から
納涼まつり

10 周年記念セール

3月16日までの開催予定が新型コロナウイルスの
影響でフェア開催を2月25日に急遽中止した。
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福祉プロジェクト

特定非営利法人 就労継続支援B型事業所「ゆいのわ」

竹田 良雄

さいたま市障害者総合支援センターから要請を
受け、SADECOメンバーが2019年10月〜2020年
1月まで計5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福祉農園施設の
看板デザイン、②直売所の幟デザイン。
2018年度に支援したロゴマーク＆キャラクター
を使用した広告宣伝物が好評で、認知度アップに
繋がった。しかし、ネギの生産と出荷調整作業を
農園施設の看板

直売所の幟

行なっているハウスは直売所として機能されてい
なかったので、今回は近隣住民に直売場としての目

実施日

2019年10月31日〜2020年1月17日

実施場所

就労継続支援B型「ゆいのわ」

印、またネギの「鮮度」や「品質の高さ」も知っても

事業実施者

福祉プロジェクト/竹田良雄、田積正敏 協力/株式会社デサン
施設側担当者/杉山忍真（所長）、守富宏彰（生活支援員）

らうための「幟」を提案した。

福祉プロジェクト

竹田 良雄

竹田 良雄

一般社団法人ノーマライズうらわ
「グリーンフィンガーズ」

就労継続支援B型事業所
「クオ・ヴァディス」

ロゴマーク

福祉プロジェクト

さをり織り使った新製品

さいたま市障害者総合支援センターから要請を受け、SADECOメンバー

店舗外観

が2019年5月〜2019年10月まで計10回、就労継続支援B型「クオ・ヴァ
ディス」のデザイン支援を行う。支援内容は①さをり織りを使った新製品開

さいたま市障害者総合支援センターから要請を受け、SADECOメンバー

発。②クオ・ヴァディスのロゴデザイン。③施設商品の魅力を伝えるストー

が2019年5月〜2019年10月まで計10回、就労継続支援B型「グリーンフィ

リーテリング（約束事のない手織り）。

ンガーズ」のデザイン支援を行う。支援内容は①施設用キャッチフレーズ、

クオ・ヴァディスは、編み物やアートなど、障害者の自由な発想で作品づく

②店舗外観デザイン（壁面看板、自立看板、テント、ウィンドウサイン）。以

りをする施設。新たに「約束のない手織り」をストーリーにした製品を提案。

前、SADECOメンバーで支援したロゴマークや施設パンフレットのイラスト

特に手織りをデジタルデータ化し最新のデジタル転写染色技術を使い、手

を流用して看板等のデザインを提案した。また、道路側のガラス面は職員が

織りの色彩や風合いを再現したプリント生地で軽くて丈夫なトートバッグを

デザインしたポスター（パウチ加工）を貼り付けていたが、今回ガラス面も

製作。手織りとデジタル染色、相対する２つの技術のコラボにより生まれた

デザインしたことで外観イメージが統一されたことでデザイン性が高まり施

バッグに「さをり織り」アクセサリーを付けオリジナリティを追及した。

設への注目も集まると感じる。

実施日

2019年11月25日〜2020年3月19日

実施日

2019年5月16日〜2019年10月30日

実施場所

就労継続支援B型「クオ・ヴァディス」

実施場所

一般社団法人ノーマライズうらわ「グリーンフィンガーズ」

事業実施者

福祉プロジェクト/竹田良雄、大塚恵利子、大谷聡
施設側担当者/内野知惠子（代表理事）

事業実施者

福祉プロジェクト/竹田良雄、中村真之介、田積正敏
施設側担当者/中島 捷子（施設長） 協力/株式会社デサン
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竹田 良雄

2019SADECO親睦会
in 星亀椅子工房
2019年4月28日12時から恒例の親睦会を星亀椅子工房で開催。参加者
はサデコ会員、知人、子ども達も含め総勢28名。JAGDA埼玉メンバーの関
根様、池田夫妻様、そして初参加のSADECOメンバー大谷様、高濱様、本田
様、森様、ビジターとして西部様と須田様に参加いただきました。長野代表
理事の挨拶で始まり、小津様の乾杯音頭、各自持ち寄った手作り料理に皆、
舌鼓を打ちながら歓談の花が咲きました。今年も川上さんに映像機器を持
参いただき過去のサデコ活動を大スクリーンで上映。
宴もたけなわになってきた途中で皆さんが酩酊する前に集合写真をとり、
ふたたび持ちよった手作り料理を紹介しながら近況報告！ あっという間の
3時間でした。

会員交流・親睦

竹田 良雄

SADECO忘年会 in 山下軒
サデコ忘年会を12月14日（土）山下軒で開催。今年の参加者は23名、遠
方（浜松）からは正会員村上さん、賛助会員虎の尾ヨガ（和泉）さんが初参
加。またJAGDA（日本グラフィックデザイナー協会）埼玉地区会から関根様
と長井様に参加していただきました。
瀧脇理事の司会で始まり、長野代表理事の挨拶、そして村上さんの乾杯
の音頭と流れ、各自持ち寄った日本酒、焼酎、ワイン、そして林顧問差し入れ
の紹興酒を飲みながら宴会は盛り上がり、さらに余興として事務局長のお孫
さんの素敵なギターとお友達の澄んだ歌声を聴きながら飲むお酒はさらに
おいしさを増し歓談は徐々に盛り上がった。締めは田端理事のサデコ三本
締め、皆さんは心行くまで楽しい時を満喫された。

地区会

川村 亮馬

SADECO UK2報告

地区会

三友 邦昭

SADECO DO報告

社会の状況が変化していく中、UK2は充電期間を過ごしました。皆様にも

SADECO DO（大宮地区会)では、月例会において理事会内容、各委員会

告知をした3月のお花見は、コロナウイルスの世界的な流行に伴い、また来

活動状況等を共有し、積極的な活動を通じ、地域社会発展への貢献を目指

年となってしまいました。外出自粛、テレワークと、直接的な人と人との交流

しております。

が分断される中、
「ご近所」の同好の士でもある地区会メンバーの、繋がり
のあり方が模索されます。
活動自体は、情報交流委員会とクロスしながら行われ、SADECOスクー
ルの企画開発・当日協力などが行われました。またオンラインでのミーティ
ングやデータ連携など、社会変化を柔軟に取り入れ、文化交流の広がる、サ
デコの在り方を研究しています。

●第 32 回 SADECO スクール陶芸教室 への協力参加
（2019 年 8 月 24 日（土）、さいたま市見沼区の春野のびる学童クラブ）
●埼玉県高齢・障害者ワークフェアー 2019 への協力参加
（2019 年 9 月 12 日（木）サデコショップ出店）
●おやこで狭山茶ワークショップ への協力参加
（2019 年 12 月 14 日 ( 土 ) 地域活性委員会主催の参加者募集、運営

新会員の紹介

その課題、デザインで解決するかもしれません。

令和元年度新会員

SADECO はデザイン分野における高い専門性を活かし、行政や教育

正会員

機関を始め、NPO、一般法人などあらゆる団体や地域の課題に対し、

佐藤 卓

デザインを使って課題解決のお手伝いをしています。

さとうたかし
佐藤 卓 企画室

所属するプロデザイナーの知見を活かした、ワークショップ、セミ

さいたま市
コピーライター

ナー、講演会なども随時行っております。デザインにお困りのこと
がありましたら事務局までお気軽にお問い合わせください。

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
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/kousai̲g
ツイッター http://twitter.com/kousai̲g
LINE @vhq7427b

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。

サデコショップを応援します

林 倫子
mel ody of null and void
調整 とバガヴァッド・ギーター研究

虎の尾ヨ ガ

〒３ ３ ０ － ０ ０ ６ １さ いたま市浦和区常盤９－２８－５
完全予約制

siste r oc c ult@g m ail. c om
ガルバスCoC 120.5kg
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情報交流委員会（委員長／瀧脇大典

副委員長／川村涼馬 大塚恵理子）事務局／和泉賢二

デザイン

瀧脇大典

公益社団法人埼玉デザイン協議会
〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター706-B号室
TEL 048-261-2430

FAX 048-261-2438

お問い合わせ SADECO 事務局

info@sadeco1.com

WEB https://sadeco1.com

