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枕崎、南瞑館で開催中の“風のトリエンナーレ”へ向かう。ここ
で、ニュースリリース編集長久保氏とばったり遭遇！お互い“夕
べも一緒だったのに～、なんで～、ここに居るの！！。”

その後、笠沙美術館を経て、きょうの取材目的地、東シナ海を望
む山腹に位置する日置町の東條新一郎氏、あけみ御夫妻の“風
木陶”を訪ねる。

アクセルをいっぱいに踏み込み白い坂を登りおえると陶芸工
房ギャラリー、喫茶店、アトリエと山の斜面に点在るサティアン?
状態の建物群。羨ましい制作・住居環境だ。

喫茶店のテラスから日置に拡がる田園地帯と山々の間から見
える東シナ海の夕日が美しい。

さっそくこのテラスで飲ン方、いやいや、取材を始める。この環
境に羨ましさだけが先行してしまうが、一朝一夕にしてここま
での環境を整えられるはずがない。

まずはここに至るまでの道のりから取材開始。

ここにアトリエを構えた経緯は海が臨める条件
で、将来性のある場所を何箇所も見て回ったと
いう。やっと理想の土地に出会ったのが１０数年前。

鹿児島市内から暇を見つけては御夫妻でこの
場所へ通い、耕耘機で少しずつ少しずつ開墾
されたとのこと。

その後、陶芸工房と住まい。アトリエを建設。あ
けみさんとのコンビで制作するリーズナブル
でかわいいデザインの陶器は除々に販路を広
げた。

いいものつくれば売れる。誠意をもってやれば
客はつく。販路拡大のデパートへの売り込みを
経て、いまではデリバリーシステムを利用して
商品を販路に流す。口コミでお客さんが増える
にしたがってギャラリー。そしてお客の食事の
要望を叶えるために喫茶店増設を経て現在の
姿に…。

さっそく東條さん本業のコンテンポラリーアー
トの制作現場を見せてもらう。 公募展の絵画
制作真っ最中。アトリエは絵画、鉄、粘土、作品
が無造作に置かれたアトリエはまるでミニ体
育館だ。

鹿児島市内には東條美術研究所でお弟子さん
たちに絵画の指導もされている。“なーんに
も計画してないんだ。行き当たりばったりで、
計画性ないんだよ。”と笑いながら話す東條
さん。前向きで失敗を勉強と思い、好きなこと
やりながらアイデアをかたちにしていく姿は魅
力的だ。

転機は９１年の南日本美術展でのパリ賞受賞。
受賞まで何度も何度も、チャレンジし続けたと
いう。どうしてもほしかった“賞”だったそうだ。

年２回の個展と５回の公募展作品制作。美術教師。
最近ではアジアにも眼を向けた日韓中交流展
の開催など多彩な才能の東條氏。

制作活動を狭義のアートとするならば、彼の生
き方そのものこそ、すばらしきアートと感じた１
日だった！！！
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　8月17日午後6時３０分からホワイトギャラリー
で行われた三坂氏の講演には28名が参加。
約7ケ月の英国留学中に日課として巡ったとい
うロンドンの美術館やギャラリーの企画展が映
像で紹介されました。日常生活のニオイがする
ような公園やマーケット、パブの話。日本人から
見た英国人気質、文化の違い等も語られました。�
『生活の中のアート』と題された約９０分間の
講演中、いつになく饒舌な氏の語り口に来場
者は聞き入っていました。�

研修委員会主催　８月２日　於：錦江高原ホテル�
（会員２１名・ジュニア会員２名・学生４名が参加）�
�

理事会報告にもありましたが、啓発委員の松元博子
さんが約半年の研修に出発されます。�
研修先の連絡先は下記の通りです。激励のお便りを
ぜひ・・・�
PETER & NAIKO ZAZANIS 11409�
VARE ROAD  OAKTON  VIRGINIA  2219  USA�
E-mail:you2mujin@yahoo.co.jp 

　９月８日、大嵩さんのエッセイ画集「魚眼恋図」

出版記念パーティーに出席、久しぶりに船上か

ら鹿児島市内を眺めました。ハワイの周遊ディ

ナークルーズを思い出したり、ダイアモンドヘッド

よりは桜島のほうが雄大だと考えたり・・・。こん

なに素晴らしい錦江湾があるのに、なぜ周遊デ

ィナークルーズなどができないのだろう。�

　しかし、よく見渡してみるとまだまだ照明が少

なく暗いなど、整備しなければならないことが多く

あるのに気付きました。種子、屋久、奄美、沖縄

航路があるというのに夜はとても暗く、ただ街の

灯りが全体に映し出されているにすぎません。

鹿児島のシンボル『桜島』も暗闇で見えません。

全体の照明計画を企画デザインし提案したらと

ても素晴らしい夜景となり、鹿児島の夜の観光

スポットになると思います。例えば、現在建設中

の湾岸道路の下に一直線のライン照明、建物

のデザインされたライトアップ等 ・々・・。�

　香港の夜景はよく知られていますが、最近上

海の黄浦江沿いの海岸通りは、ヨーロッパを思

わせる建築物（山形屋のライトアップのような）

が建ち並び、上海のウォーターフロントの名所と

して、多くの観光客、若者であふれています。また、

高速道路の立体交差の下は、緑の植栽と蛍光

灯でライトアップされて通る人々の目を楽しませ

てくれます。�

　鹿児島も新幹線が開通すると南の玄関口と

して注目されることになり、鹿児島港の役割も大

きくなると思います。昼間の観光は色々なメニュ

ーがありますが、夜の観光になるとめぼしいもの

が何もありません。これで観光鹿児島と言える

のでしょうか。�

・ レーザー光線による桜島のライトアップ�

・ 建物の照明デザインされたライトアップ�

・ 北埠頭の利用。いづろ迄の倉庫群の観光利

　用。�

・ ２～３時間かけての豪華船による錦江湾周遊

　ディナークルーズ。�

等、観光鹿児島の夜の目玉にできるのではない

でしょうか。�

　「TMO構想」による街づくりが実践段階に入

り、各地区ごとの計画がスタートしていますが、

錦江湾のある鹿児島だからこそできるクルーズ

と海岸・桜島のライトアップは他県に真似ので

きない企画だと考えます。お金で買えない恵ま

れた宝物を、鹿児島では見逃しているように思

います。�

�

写真の人物を2名とも正解すると、ダイニングバー「蒼氓」のチケ
ット2000円分が1名様に当たります。応募方法は、協議会のホー
ムページ上のフォームに書き込むか、ファクスにて編集長（インフ
ラテック久保：fax.099‐256‐9613）宛に送って下さい。応募締
め切りはニュースリリース発行月の15日まで。�

問1　ヒント�
　軽音楽部に所属していた１９才時
（女です念のため）経験も無いのに
メンバーが足りないという理由で勧
誘されチャツツチャツツチャツをやっ
ていました。１年余りの短命ドラま～
でしたが後遺症でしょうか、今もリズ
ムに手足が反応してしまい先日の大
嵩さんの船上パーティでもついつい・・・
そんなラテンな私はだ～れ。�
難易度★�

問2　ヒント�
　この写真は現在の私と同い年の
頃の父です。父はこの度「苦闘70年」
という自分史を自費出版しました。最
近親戚一同に「父ちゃんに顔が良く
似て来たね」いわれます。�
さて、この人の子どもの私は誰でしょ
う…。�
難易度★★★�
�

前回の答え：問1=吉迫（渕上印刷）さん　問2：久保さん（インフラテック）�
当選者は村岡良寛さんでした。�

 松下　清志�



■久野あかり　
（有）グレイスコレクションズ　　　�
フラワーデザイナー�
インテリアデザイナー�
�
�
�
�
中学校卒業後、イギリスの高校・大学で8年間
すごしました。現在は（有）グレイスコレクション
ズで花屋、Cafe、インテリアデザインと、3種類の
仕事をしています。これからもデザインという世
界の中で色々な事を学んでいきたいと思ってい
ます。 

新入会員紹介

�

●「エヒメデザイン協議会」より相互リンクの依頼がありました。�

　ぜひそちらのサイトもご覧ください。当協議会運営の参考

　にもなるかとおもいます。�

【エヒメデザイン協会】�

エヒメデザイン協会は、デザインを軸にして愛媛の人・文化・

産業と深く関わり、創造・提案・行動し、会員及び地域の皆さ

んの意識を高めながら交流し合う会です。'96年に発足し、現

在88名の会員と6社の賛助会員で構成されています。会員

は愛媛を拠点に活動しているデザイナーが中心となっており

ますが、デザインに関心・理解のある方であれば技術に即し

たデザイナーには限りません。あらゆる分野のプロのデザイ

ナー、産地産業、会社員、公務員、大学講師・ボランティア・

障害者支援団体などなど、業種・職種は様々です。�

                                                 www.eda-jp.org/�

●デザインフェア コンペ応募要項を同封いたします。企業課

　題部門は、商品化への熱意のある企業がそろいました。　

　KISKデザイン部門は今回は一般部門と学生部門に分け

　てそれぞれに優秀賞を設けていますので、知り合いの学生

　さんにぜひ声をかけてください。�

●委員会特集は事業委員会でした（担当は竹之内さん）�

●松下さんのコラムには非常に触発されました。現在住んで

いる谷山も「TMO構想」による街づくりが進んでいますが、

今ひとつ身近な物に感じられないのが現実です。デザインに

携わっているからということでなく、一住民としてもう少し積極

的なアプローチが必要ではないかと、感じています。�

　　　　　　　　　　　　　　　　編集長　久保　潮　

　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス変わりました。�

　　　　　　　　　　　Email：kubo_u@infratec.co.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）CF推進課　久保　TEL.099-285-5395 FAX.099-256-9613

かごしまデザイン協議会8月定例理事会議事録
●日時：平成１4年8月28日（金）１8：0０～　　�
●場所：ホテルタイセイアネックス　�
●出席：森重、山口、大嵩、松下、吉迫、柳田
　恵原、島津、梅田、岩元、竹下、福森（１2名）
　欠席：西、小森、三坂、徳永（4名）�
● 会長あいさつ�

各委員会及び研究部会活動計画

【啓発委員会】
・デザインカレッジについて�
　企画案まとまる。会長、啓発委員長が関係
　機関を訪問予定。�
・ジュニア会員の活動について�
　ジュニア会員による、協議会会員の仕事場
　研修「仕事場ウォッチャー」を企画。�
・啓発委員の松元博子さん、アメリカ工芸研
　修へ派遣。それに伴いデザインフェア運営

　委員は木之下まりこさんへ引継ぐ事となった。

【事業委員会】�
・チャリティーオークションにかわるイベントに
　ついて�
　子供たちやその父兄を対象にアウトドアで行

　う「子供たちのためのデザイン学校」を企画。
　参加料（￥1,000／人程度）をもらい、来年
　春頃に実施予定。�
・仙夢小田委員よりアメリカ・シアトルで仙夢
　商品が大ヒットの報告あり。�
・協議会有志で企画の「大嵩文雄 『魚眼恋
　図』 出版記念パーティー」状況報告。�

【研修委員会】�
・８月２日錦江高原ホテルで開催された「ビア
　パーティー」には２７名が参加。�
　（会員２１名・ジュニア会員２名・学生４名が
　参加）�
・８月１７日ホワイトギャラリーにて「三坂基文ロ
　ンドン日記」と題して三坂氏によるイギリス研
　修報告を実施。２５名出席。�
・上海研修旅行について�
　１０月から１１月頃（３泊４日）を予定。�

【広報委員会】�
・ニュースリリースについて�
　新企画「誰でしょう？」写真とヒントを掲載。
　正解者の中から抽選で食事券をプレゼント。
　また、「シリーズ：インターネットを役立てる」は、
　田川氏休会の為掲載が困難。�
・ホームページの会員プロフィールを整理中（退
　会者と新入会員）→小山会員担当�

　※ 個別情報の件で詳細は省略。�

【景観デザイン研究部会】�
・廃校跡地利用による「むらおこし」について。�
・リアルタイムによる花情報の発信。�

【かごしまデザインフェア2003について】
・理事会前日開催された、かごしまデザインフ
　ェア２００３運営委員会の内容報告。�
・テーマ、キャッチフレーズについて�
　テーマ：『くらしのデザイン学校｢』に決定。�
　キャッチコピー：ポスター、リーフレット案の提
　出時に吉迫さんのプランを参考に討議、決
　定予定。（１０月中旬頃）�
・各部門の内容報告、スケジュールについて�
　各部門の内容を詰める。次回の運営委員
　会は１０月１５日（火）１５：００～�
・全体予算及び部門予算の割り振り、会計処
　理について�
　今回はデザインフェア実行委員会の事務局
　を、デザイン協議会の事務局内に設置する
　ため、デザインフェアの会計処理はデザイン
　協議会を通さず全て実行委員会宛の請求書、
　領収書で処理。またその際は、鹿児島県の
　会計規則等を準用して処理。�
�
�

�

■広報委員会
【ちょっと一服】
　デザインらしき仕事で食べ始めて３０余年に
なりました。途中何社かの会社にお世話になり
失敗を繰り返しながらもこの道一筋。その過程
で出会った方 と々今でもお付き合いをして頂い
ており、ありがたく思っております。�
　会社・スタジオ・ギャラリーの経営者、フリー
の方、作家の人、ゴルフのうまい人まぁまぁの人、
年金をもらってる人、お孫さんのいる人、皆さん
おじさんになったけど、まだまだみなさん『元気』
です。 　　　　　　　　　　　（前屋　至）�

■事業委員会
【私の自己紹介】
　現在産婦人科クリニックで息子と共に診療
して居ります。又県民総合保険センターの婦
人癌検診に出張して居ります。又、ギャラリー
游を一階に新設して居りますが、若い方々の展
示場として大いに利用して頂くと幸甚です。�
　扠、事業委員会というのは種々の事業を開
催する事を主体とするものだそうで、私にとって、

すべて新しい事ばかりで、大層勉強になります。
これからも色 と々勉強したいと思いますので、皆
様宜しくご指導願います。　　　（片瀬　游）�

■啓発委員会
【デザインって何ですか？】
　「啓発」するにはベースが確立されていなけ
ればならない。「そろそろデザインの教科書をつ
くらなきゃねぇ」の言葉を何回聞いたことか？何
回言ったことか？デザイナーそれぞれがその時々
の自分のデザイン論を述べるから、なるほどと思
っても積み上がっていかない。普遍的な記述（教
科書）とまでいかなくても「デザイン」を一般の
人たちに理解させるためのデザイン論を啓発し
たい。そのための「デザインとは何か」の議論
の盛り上がりを期待する。　　　（梅田　晴郎） �

■研修委員会
【初対面の挨拶】
　私は“前”から“迫る”と書いて“いやらしい”
と読みます。「お仕事は何ですか。」という問い
に「イシャです。」と答えます。すると「何科の先

生ですか？」と聞かれます。そこで私は待ってまし
たとばかりに「ハカです。」と返すのです。これが�
夜のご挨拶のパターンです。変でしょう....�
　そう私は石屋の前迫です。皆さん、「栄ちゃん」
と呼んでください。硬い(?)仕事をやっている柔ら
かい人間です。どうぞよろしく。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（前迫　栄二郎）�

■景観デザイン研究部会
【趣味は健康診断？】
　私は毎年夏休みのスケジュールとして人間ド
ックを入れています。貴重な休みを病院に費や
すのも…と思うけれど、考え方を変えれば年１回
この時期に異常なしとの診断をもらっていれば、
今迄以上に元気をもらってくるような気がします。�
　何事も体が資本。人から趣味は？と聞かれる
ことがありますが、これといって何も思い当たりま
せん。それで今のところ健康診断と答えるしか
有りません。どなたか楽しい趣味を教えてください。�
　　　　　　　　　　　　（岩元　ミユキ）�
�

�


