
2002.6.1

Vol.62

去る5月16日（木）鹿児島東急インにて平
成14年度かごしまデザイン協議会通常総
会が開催されました。�
　　　　　　（出席者44名、委任23名）�
総会は岩元さんの司会により進行。�
森重会長、御来賓の鹿児島県工業振興課
課長補佐・上園四男様の挨拶の後、三坂
さんを議長に選出、議題に入りました。�
松下事務局長の議案説明により、�
●平成13年度事業報告�
●平成13年度収支決算及び監査報告（小
　田監査役）�
●平成14年度事業計画案�
●平成14年度収支予算案�
が審議され承認されました。�
また、その他議案として平成15年度の役員
選任方法は前回と同じく選挙により実施す
ることが承認されました。�
�
懇親会は、松元さんの司会により進行。�
御来賓の「財団法人かごしま産業支援セン
ター」事務局長鎌田一誠様挨拶、鹿児島
県工業振興課係長堀善宣様の乾杯の音
頭に始まり、BUF基金授与式、新入会員紹介・
挨拶がとり行われました。また当日はジュニ
ア会員も多数出席、（シニア？）会員との熱
心な会話が見られ盛況のうちに閉会となり
ました。�
�

平成14年5月16日（木）
鹿児島東急イン

会長挨拶�

総会風景�

来賓席�受　付�

御来賓挨拶：鹿児島県工業振興課課長補佐・上園四男様�



御来賓挨拶：�
財団法人かごしま産業支援センター�
事務局長鎌田一誠様　�

開会挨拶�

ジュニア会員紹介�

新入会員紹介�

新旧？の語らい�

鹿児島県立短期大学（針貝様）�

鹿児島県立鹿児島工業高校（矢部様）�

閉会挨拶�

乾杯音頭：�
鹿児島県工業振興課係長堀善宣様�

平成13年12月4～8日に行われましたチャリティー
オークションの収益金の一部がBUF基金として、
鹿児島県立短期大学、鹿児島県立工業高校に
授与されました。�
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木と生活文化ミュージアム南風人館�
鹿児島県姶良郡隼人町小田６３０�
ゲストハウスギャラリー�
５月３０日（木）～６月３０日（日）�
�
�
�
�
�
�
�
�
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遥か海を越えた大陸で、学生たちに「デザイン」を
概念から教える傍ら、自身の絵画制作にも精力的
に取り組む小川景一の、帰国第１弾の個展です。
山水画の本場 中国桂林での、生活と感情が盛り
込まれた中国画に加え、自由な発想で描いた墨に
よるポップアートと、心象風景を思わせる墨抽象画、
スケッチ小品など。常に新しい刺激と情熱を追求
する氏の人間性が充分に感じられ、彼自身のクリ
エーターとしての維持が垣間見える作品たちです。�
　　　　　　　　　南風人館のホームページはこちら
　　　　　　　　　 http://www.hayatokan.co.jp

　�

　　　　　　　　会長　森重　匡世�

　平成14年度の総会が去る5月16日に会

員多数出席のもと開催し、全ての議事も�

問題なく承認されました。これもひとえに会

員皆さまのご理解、ご協力の賜物と厚くお

礼申し上げます。�

　さて、新たな事業がスタートするわけですが、

今日の社会状勢は大きな変革期を迎えて

います。かすかに明るい兆しが見え始めた

ものの、あらゆる分野でまだまだ暗中模索

の状態が続いていることも事実です。そこで、

高付加価値を創出するデザインの活用が、

そんな重い扉を押し開き、新たな可能性へ

と導くカギに成り得るかも知れません。�

　このような状況の中、私たちかごしまデザ

イン協議会の活動が、県民をはじめ企業や

行政に果たす役割は大きいものがあると信

じています。変革期だからこそ、確実に、着

実に、地に足を着けて動くことが大きな可

能性を見つけ出すチャンスではないでしょうか。

そして、私たちはデザインを通して、生活者、

産業界を支援する良きパートナーとして貢

献したいものです。特に毎年開催している

かごしまデザインフェアも、過去の反省も考

慮し、新たな方向へ内容を少しずつ変えて

いく必要も感じており、行政と民間との綿密

な協同体制で更に大きな輪へと拡げてた

いものです。�

　これらを踏まえて、平成14年は各委員会、

部会による活動をより充実していくと同時

に会員、ジュニア会員の入会促進を図り、

あらゆる人たちに期待される当協議会を創

り上げていきたいものです。会員の皆さま

の絶大なるご協力をお願いします。�

【シリーズ：インターネットを役立てる】
　�

　しばらくお休みを頂き失礼をいたしました。�

さて「写真をメールで送る」に、ついて前回は「保存形

式」について書きました。今回は前回分にプラスアル

ファのお話です。�

　JPG （ジェイペグ）・PNG （ピング）・PCT（ピクト ）

圧縮方式（DropStuff）で、データ量の違いをご説明

いたしましが、もう一つGIF（ジフかゲフ）と言う形式が

あります。インターネット上でよく使用される形式で、デ

ータ量が少なく重宝する形式なのですが、写真のよう

な連続階調の素材には不向きだと言われています。

しかし少ない階調（グラーデションなし）の物で有れば

使っても支障はありません。例えば協議会ホームペー

ジの表紙部分のタイトル・アイコンイラストなどは全て

GIF形式です。GIFは連続階調を強制的に補正する機

能を持っていますので、わざとポスタリゼーションやソラリ

ゼーション風に写真を加工するなど逆利用も考えられます。�

　あとカラーの問題が残されます写真加工用ソフトの定

番Photoshopを使用して作業される方が多いと思いま

すので、Photoshop環境を基本にカラーの問題につい

て書いてみたいと思います。�

�

　コンピュータで再現されている色の基本はR(レッド)G(グ

リーン)B(ブルー)の三原色です。RGBは混ざると白くな

る特性があります。また写真の再現色もRGBで構成さ

れています。ですからPhotoshopで写真を加工する場合

RGBモードで行うのがベストだと言うことです。印刷用

CMYKモードでも作業は出来ますが、色の再現性からい

ってCMYKはかなり狭い範囲での作業になります。最初

RGBで作業を行い、最終データでCMYKにモードチ

ェンジをする方法が一般的です。メールで転送する

写真データとしてもRGBが3つの色で再現されてい

るわけですから、CMYKだとRGBにプラス1で4つの

データを送付することになり、RGBの方がデータ量

も少なくて済みます。「印刷物の確認用データだか

らCMYKじゃないとこまる」と言う話を聞きますが、相

手のモニターと、送り主のモニターの再現性は絶対

に一致しませんから、少しでもブレの少ないコンピュ

ータモニター用RGBで確認してもらう方がベストです。�

　次回は、「写真をメールで送る」章の最終回です。�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　（田川　拓見）�

�

�

■古別府　里海
　初めまして。今回、デ
ザイン協議会の事業委
員会へ所属する事にな
りました古別府です。�
　去年の夏に鹿児島
へ帰ってきまして、改め
て鹿児島の風土を楽し
んでいます。現在は、数名の生徒さんに宝飾クラ
フトの基礎を教えながら、リフォームの注文の仕事
をしております。やっと、一段落着いたところです。
今年は、これから、オリジナル作品を作り、来年でも
ギャラリーで、二人展、三人展（？）などを行いたい
と思っています。どなたか、一緒にやりませんか？�
　もちろん、協議会の事業委員会の活動も頑張
りたいと思っています。まだ、右も左も解らない状
況なので、皆さんよろしくお願いします。�

■小山幸介
 （コヤマコウスケ）�
年齢：38、学歴・職歴：
千葉大学工学部工業
意匠学科～鐘紡（カネ
ボウファッション研究所）
～（株）鶴鳴館（社長室）
～鶴鳴館DIGITAL�
　�
みなさん、はじめまして。ウェブデザインとグラフィッ
クデザイン業を営んでおりますコヤマです。デザイ
ンは余裕あってのものだね。肩肘張らずにやって
いければと思っています。四月からunit iGOという
プロジェクトでウェブがらみの総合的なプロデュー
スも行っています。ヨロピク！�



■新規入会者�
●平成13年度�
木之下　まりこ　�
野崎　滋子　　　　画家�
野田　和信　　　　和紙ギャラリー�
益満　三知子　　　暮風土�
山下　勉（賛）　（有）ディンギー�
針貝　綾　　　　　鹿児島県立短期大学�
細山田　徳子　　　インテリアコーディネーター�
福永　秀行　　　　眼鏡工房　宙�
●平成14年度�
小山　幸介　　　　鶴鳴館デジタル�
古別府　里海　　　宝飾工房　石のしずく�
野村秀洋　　　　（株）エコクリエート�
片瀬　游（賛）　　ギャラリー游�
脇　めぐみ　　　　インテリアコーディネーター�
久野　あかり　　（有）グレイスコレクションズ�
西　紀世美�
●ジュニア会員�
伊堂寺　真里奈　　松陽高校�
門倉　由香里　　　鹿児島大学�
寺坂　理江子　　　鹿児島大学�
徳永　淳代�
西　絵美子　　　　鹿児島大学�
林　芳子　　　　　鹿児島大学�

■退会者�
松隈　実　　　　（株）大紀造園設計事務所�
西　紀世美　　　（株）野元�
高木克彦（賛）　　高木画荘�
久永　祐司　　　　インハウス久永�
別府　稔治　　　（株）下園紙工業�
山崎俊文　　　　（有）山崎アート印刷�

�

今回は通常総会の特集です。�
懸案だったジュニア会員も入会があり、総会にも出席されて
いました。印象的だったのはジュニア会員の方々が熱心に
進路の問題等、初対面の会員の方々に質問されていたこと
でした。ただ、総会みたいな機会がなかなか持てないことも
事実。そこで一つ提案なのですが、ジュニア会員のみなさん、
困ったことや相談事ありましたらぜひ協議会のサイトのBBS
に書き込んでみて下さい。匿名でもかまいません。優しいオ
ジサン・オバサンの返事が期待できると思います。会員のみ
なさんもたとえばパソコンの使い方等、質問を書き込んでみ
てはいかがでしょうか。きっと何かが返ってくるはず・・ですよね！�
�
編集長　久保　潮　　�
Email：itec-d@po.synapse.ne.jp　　　�
�
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●色々なデザイン情報をお寄せ下さい。隔月20日が締め切りです。〒890-0062鹿児島市与次郎2-7-25　インフラテック（株）デザイン開発室　久保　TEL.099-285-5395 FAX.099-256-9613

■広報委員会
【参加しやすいホームページへ】
　委員長を引き受けて一年。いつもスタッフに
たくさんのパワーをもらい、やってきた。広報委
員に感謝。二ヶ月ごとのニュースリリース発行
はメンバーにとってはゆとりとなり、充実し、好結
果となったように思う。�
　そんな中で気掛かりなのはホームページ。IT
時代のまっただ中、時流の先を走るといわれる
デザイナー集団としてHPがないのは・・・と感じ、
開設したものの今ひとつ盛り上がりに欠ける。
もっと興味深い内容にする必要があるのだろう。
最も大切なことは会員みんなが参加しやすくす
ること。HP上でおおいに意見交換や話題提供
をし、のぞきたくなるものにしていく。それが今後
の課題となるのだろう。�
　この一年、おおいに笑い、語らい、楽しく過ご
そう。そして切磋琢磨しよう。�
　　　　　　　（広報委員会：柳田　博文）�

■事業委員会
【新入会員紹介】�
　事業委員会は今年度も正・副委員長の顔
ぶれは替わることなくまた一年お勤めをしたいと
思いますので宜しくお願い致します。そのかわり
に新入会員がなんと今年は４人も入会していた
だきました。なかなかバラエティに富んだ方ばか
りで、今年の事業委員会はまたまた楽しみです。
以下に紹介をします。�
●久野あかり（きゅうのあかり）　�
　(有)グレイスコレクションズ　あの有名なグレ
　イスにお勤め（経営？）の２９歳の女性です�
　（紹介者　四元哲司）�
●片瀬　游（かたせゆたか）　�
　ギャラリー游（賛助会員）　昨年チャリティオ
　ークションをやったギャラリー游のオーナーで
　す（紹介者　小森昌章）�
●野村秀洋（のむらひでひろ）　�
　（株）エコ・クリエート　デザインフェアにも出
　品していただいたエコレンガの開発者です�
　（紹介者　島津公保）�
●古別府里海（ふるべっぷさとみ）　�
　宝飾工房「石のしずく」　ジュエリーコーディ

　ネータで宝飾デザイナーの方です。（自己申
　込み）  　　　　（事業委員長：小森　昌章）�

■啓発委員会
【「楽しみ」盛り込み、ユニークな活動展開】
　最近NPO・NGOの活動が全国的に広がり、
「良き社会」づくりのために様々な団体が医療、
保健、教育、まちづくり、文化、芸術、スポーツ、
環境、災害救援、人権、平和、等の分野におい
て活動しています。これらの活動は、自治体や
企業では扱いにくいニーズに対応する自発的
な組織の目的をもった市民活動です。�
　個人的にはデザイン協議会の活動に参加し
て2年が経過したばかりですが、かごしまデザイ
ン協議会活動は、組織力・資金力・知識・経験
等を含めても活動そのものが「社会貢献」が
大きな背景にある市民活動そのものであり、ま
さにNPOの一部と位置づけられると感じていま
す。このような目的を会員が共有することが啓
発委員会の役割であり、今必要なことだと思い
ます。�
　真摯なボランティア意識を生み出し、活性化
していくために「楽しみ」を企画に盛り込みなが
ら今年度は、デザインカレッジ企画・ジュニア会
員活動支援などを中心に置き、ユニークな活動
を展開したいと考えています。�
　　　　　　　　（啓発委員長：福森　伸） �

■研修委員会
【さらにパワフルな委員会に】
　2002研修委員会は昨年に引き続き、サラリ
と事務処理をこなす恵原氏、何でも楽しくの達人、
塩津氏、この両副委員長に豊かな発想の三坂
前委員長、そして15人の楽しいあのメンバー・・・
昨年以上にパワフルな委員会になることでしょ
う。フゥ～�
　6月10日に第一回の委員会を予定していま
すが、今年は会員の方を講師に協議会内での
勉強会を数回、開催する予定です。ご希望が
ありましたらどうぞ！�
  また、研修旅行は、昨年同時多発テロのため
ニューヨークから奄美大島に変更となりましたが、
セントラルパーク以上の奄美パークをうたい文
句に、担当者が案を練った結果、なかなか内容
豊富で実り多いものになったのを参考に、日数
のかからない、より多くの方に参加してもらえる
場所を検討したいと思っています。こちらの方
もご希望がありましたらどうぞ。他の委員会のみ

なさんのご要望も参考にさせて頂きたいと思っ
ています。またどなたでも委員会にご出席ください。
待っています。　（研修委員長：西　眞理子）�

■景観デザイン研究部会
【自己研鑽と社会貢献をめざして】
　鹿児島市では、この度平成元年策定の「鹿
児島市都市景観ガイドプラン」の見直し作業を
終え、「鹿児島市都市景観ガイドプラン2002」
を策定し発表致しました。今回の景観ガイドプラ
ン見直しにあたっては、８回の景観ワークショッ
プが開催され、私共のメンバー３名も参加させて
頂きました。鹿児島の個性や特色を生かした「鹿
児島らしい景観の形成」には、私たち地元のデ
ザイナー達の参画も重要であるということを再
認識することでした。�
　出来ることから協力していく‥‥この姿勢が
今求められているのではと思います。行政は今、
市民参加の街づくりを提唱しています。私たちは、
これに応える形で活動が機能することを願って
います。今年度は、車に絞り込んだテーマ設定と、
具体的作業の受託に向けて、取組みを強化し
ていくことになっています。�
　　　（景観デザイン研究部会長：山口　昇）�

各委員長・研究部会長
　　　　　　　本年度の抱負

�
�
　木と生活文化ミュージアム南風人館は「生
活のアート・工芸」を紹介し、母体である株
式会社野元の本業である住環境デザインの再
構築を目指している。住まいは人の体を包む
空間であるが、真の意味での住まいとはその
中に生活する人の心の空間も意識してデザイ
ンされなければならないと考えるからだ。人
の生活空間に機能してこそデザインは生きて
くるし、未来を示唆するほどの神性を万人に
認められ得るのではないだろうか。�
　「タマゴとニワトリ」の関係ではないが、
「デザインと生活」の絡み合いはその優位性

においてしばしば沈黙の葛藤をまき起こす。
すなわち、人間と地球環境にデザインが如何
なる意義を保てるかと問われる問題である。�
　芸術や文学を純・大衆で区分けする非常に
おおまかな世界がある。それはえてして、現
代にも生きており、陳腐とも思える論争の原
因となっている。21世紀の今、語るべきは
未来への生活デザイン設計であり過去への執
着や特定層への媚びであってはならないので
はなかろうか。�
�
　　株式会社野元　南風人館　塩見　廣�
　　　　　　　http://www.hayatokan.co.jp�
�


