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【眼鏡を通じて、顔の見える�
　　　　　　　関係をつくりたい】�
　「遊び人の家ですねぇ、ヤマザキさん」。思わず一言呟

いた。玄関にゆれるのれん、車庫にはシーカヤックを積ん

だ車。住宅街の中一軒だけ浮いている雰囲気に「近所

の人も何をやって食べてるんだろう、と思ってるかも」と満

足げな福永さん。眼鏡一筋２５年のキャリアとデザインセ

ンスを感じさせるお人である。�

　普通の家の間取りを活かしつつ、木を使って建具に工

夫を加えた落ち着ける仕事空間。そこにずらりと並んだ眼

鏡という光景は、普通の眼鏡店を見なれている目にはか

なり新鮮だ。あれこれ手にとって眺めさせていただいたと

ころで、福永さんオススメの一本を。「これこれ、川崎和男

デザインのものです」。さらにレンズの形を一人ひとり変

えてアレンジしてくれる。男性に良いかと思っていたところ、

気に入って購入するのは女性の方が多いという。まるで

眼鏡ではないような軽さと、吸い付くようなフレームのフィ

ット感は確かにメイクをする女性に嬉しい一本だ。�

　他にも鹿児島県内の他店ではなかなか手に入らず、福

永さんだからということで特別に並んでいるものも多い。「で

も一番いいのは本人が気に入った眼鏡。かけたいもの�

をかけたらいいじゃないですか」。そうして出合った眼鏡と

長く付き合って行けるよう、アフターサービスにも力を入れ

てくれる。一本の眼鏡でどう自分を主張するか、新しい自

分にチャレンジしてみて欲しいという福永さんの強いメッ

セージは、まさしくデザインの王道。眼鏡を通じて“顔の見

える”、モノだけではない長い関係づくりがうかがわれる。�

　自宅解放の店としてテレビで紹介されたこともあり、か

なり遠方のお客様も多くなってきたという。永年勤務して

いた眼鏡店を離れることになってから、次 と々道が開け、タ

イミングが合って今の“宙”が誕生した。そんな“宙”の

空気を感じてか、お客様が玄関ののれんをくぐって尋ねて

来る。ごくごく自然に。そんな福永さんから手渡される眼

鏡の力を借りて、新しい自分の魅力を発見してみるという

のもいいかもしれない。�

�

追記／ホモサピエンスについては、いくら時間があっても

足りないくらいかと思われたため、今回は“宙”について

のみ取材させていただきました。福永さんの遊び人っぷり

に触れてみたい人は、直接訪ねてお話してみてくださいね。�

�

撮影／山崎　 文・取材／花田�
●パウエル国務長官の写真が貼ってあるのだが�
　なんと川崎和男の眼鏡なのだ。�
�

●年期の入った検眼や修理の道具�
　落ち着いた雰囲気が福永さんらしい。�

�

有眼鏡工房　宙（そら）
シーカヤックプランニング　ホモサピエンス

福永　秀行さん





　これまで会長、副会長が交代で書いてきたコラム

執筆の役割が、編集長の命により私にも回ってきた。

次はあなたですよ。�

　ということで、大嵩副会長に敬意を表し本誌69号

の「新鮮！って何」について私も一言。�

　世間は何かと新しいものを有り難がる。新鮮とい

う言葉には心を酔わす響きがある。�

　しかしです、新しいものは必ず古くなる。より新しい

ものが次から次に出てくる。人間もそう。若いものは

いずれ老いる。しかし、いや、だからと言うか、若いと

いうことは素晴らしいのも事実。�

　商品を企画し設計するデザイナーは、常に新しい

ものの創出を要求されたりする。�

　新鮮とは、初物であったり、その場限りのもの、一

過性のもの、一度きりのものであったりと思いを巡ら

すと、有り難くもあり、わびしくもあり。「新鮮とはわび

しきものなり」が人の世の常か。�

　言えることは、常に新しいものを求めるとなると、停

滞は許されない。常に変化し続けなればならない。そ

れは、進歩？向上？前進？�

　しかし、目的を見失って前進を続ければ、レミングス

のごとく集団で崖から身を投じる羽目になる。或いは、

回展輪のハムスターよろしく、行き着く宛ての無い道

をひたすら走り続けることになる。�

�

　「新鮮とは、わびしきもの？」 「広報委員会恒例秋の新蕎麦賞味会」

忘れてません？
■かごしまデザインフェア2004：デザインコンペ　応募申込12月12日まで�

　デザイン協議会会員の申込が少ないようです。作品搬入まで後一月半あります。�

　ご協力御願いいたします。�

■かごしまデザインフェア2004：デザイン協議会部門展示�

　「会員のこだわりの一品・お気に入りのデザイン」�

　担当：塩津さんまでFAXで連絡を・・・�

■かごしまデザイン協議会仮装パーティー　12月28日　�

　本号同封の申込用紙にて、担当塩津さんまでFAXで連絡を・・・�

■かごしまデザインフェア2004関連イベント　3日間コンサート�

　各委員会にチケットが渡っていると思います。チケット販売のご協力をお願いいた�

　します。�

�

恵原　要
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ODEON/オデオン（Cassina正規代理店）

Cassina IXC.新作モデル展�
カッシーナイクスシーの新作モデル展。
新しい感覚を発表し続ける『ixc．』からは、
東洋の美意識とモダンデザインの融合
をテーマにしたニューバージョン『E as t  
by E a s t w e s t』が登場。より多くの人
にインテリアを選ぶ楽しさを提案し、リー
ズナブルでありながらデザイン性の高さ
を保持した、新しい生活に対する夢の
実現に向けて可能性を広げます。その他、
マルチユースチェア、テーブルなど、バラエ
ティー溢れるアイテムを発表。常に進化
するモダンデザインの魅力的な最新作
を一堂に集めます。�
ぜひこの機会にお立ち寄り下さい。�

890-0055 14-24 099-257-3524 099-257-3536

http://www.odeon-net.com
 info@odeon-net.com

Cassina
  IXC. 

ixc.
East
by
Eastwest 

同時開催�
ｸﾘｱﾗﾝｽｾｰﾙ�

展示商品（新作、一部商品をのぞく）は、�
期間限定で１０～３０％OFFいたします！！�

�

AWARD
おめでとうございます�

第29回AJAC（アジャック）展�
新人賞：「La-0915」ますみつ三知子さん�

　今年も恒例田中さん別荘での蕎麦打ち大会の季節が

やって参りました。集まったのは初参加の森重会長を始め

総勢5名。別荘に集合の後早速買い出し班、蕎麦打ち班、

つまみ食い班に分かれて作業開始。なかなか蕎麦打ちの

弟子が育たないため今回も吉迫さんが蕎麦打ち担当。三々

五々温泉に入りながら、新蕎麦を賞味しました。�

　翌日は事業委員会企画のスケッチ大会。の予定が生

憎の雨。釣りもままならず、田中さんの奥さんの案内で

近所（といってもかなりの山奥）の家具作家の工房へ。

偏屈そうなあんちゃん（失礼）につっこみを入れながらし

ばし見学、霧島を後にしました。�

　最後に温泉に入りお湯を出しっぱなしだったのは私

でした。田中さんの奥さんごめんなさい。�

　　　　　　　　　　　　　　　　記：久保�

第58回南日本美術展�
秀作賞：平面「Sへの手紙Ⅴ」東條新一郎さん�
奨励賞：平面「ONE」野崎滋子さん�
平面・立体作品展は黎明館と鹿児島市立美術
館で12月7日まで開催されています。�



●第二回「てのん」。残念ながら私は見に行けませんでした
が、昨年を大きく上回る来場者数だったようです。第三回第
四回とさらに発展していけばいいですね。�
●福永さんの仕事場、メガネが圧巻でした。仕事場ウォッチ
ャー、まだ紹介していない方で、我こそはという方いらっしゃい
ましたらご一報ください。�
�
編集長　久保　潮　　　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

●写真についてのコメント　�
　鹿児島の磯海岸近くで、竹竿に手巻きリールでキ
スを釣る小学２年生。このころはきれいな海にきれい
な心だった。�
�
● 趣味：釣り�
�
● 入会の動機・理由�
　某ギャラリー主宰に誘われた。（騙された？）�
　　�
● 最近思うこと�
　「10年ひとむかし」とはよく言ったものだ。30歳代
までは10年を一区切りに振り返ることはなかった。最
近10年という単位で生活観や仕事観が変化していく
ことを知った。進化するためには、不要なものを取り
除くこと。しかし、不要なことを経験しないと不要なも
のが解らない。�
�

かごしまデザイン協議会11月定例理事会議事録
●日時：平成１5年11月19日（水）１8：0０～　�
●場所：ホテルタイセイアネックス　�
●出席：森重、松下、三坂、西、柳田、小森、梅田�
　　　 竹下、恵原、吉迫、岩元、塩津（12名）　　 
　欠席：島津、大嵩、福森、�

●各委員会活動計画
【啓発委員会】
・ デザインフェアについて�
　コンペ部門→現在登録数が少ないので、多くの参
　加を得るよう周辺にも呼びかける。　�
・ジュニア会員→ＴＥＮＯＮ「プロファイル展」が１１月２
　２日～２６日開催されるので、会員は時間を作って
　是非見て欲しい。ＦＡＸでも呼びかけを行う予定。�

【事業委員会】
・デザインフェアについて�
　総合展示部門を担当。会場の全体構成、メインデ
　ィスプレイ。�
・デザインフェア関連イベントの主旨、位置付け、収
　支計画等について説明。�
　◎未来にはばたく子供たち�

　◎鹿児島発のスカパラバンド「ＡＲＴＳ」ライブ�
　◎ジャズ「鈴木重子」コンサート→チケット配布。
　販売協力要請。�

【研修委員会】�
・沖縄研修旅行報告�
　１４名参加。沖縄工芸会との交流会等。�
・デザインフェアについて�
◎企業、デザイナーの企画展示。コンセプトは「交　
　流」。�
　1）企業及び地方自治体がデザイナーを採用して
　　成功した事例を展示する�
　　Ａ：笠沙えびす　Ｂ：ＪＲ九州　Ｃ：揚立屋　�
　　Ｄ：濱田酒造�
　2）デザイナーからのアプローチによる成功例�
　　　工芸、建築、テキスタイル、グラフィック、インダ
　　　ストリアル等�
　3）焼酎今昔展（だれやめを楽しむモノ・もの達）�
　　　黒じょか、酒器セットの商品開発�
◎デザイン協議会活動の企画展示�
　会員のこだわりの一品、お気に入りのデザインとい
　うテーマで現物での展示を行う�
◎デザイン交流�
　講演・・・水戸岡鋭治氏�

　　　　　→「デザインは公共のために」　　　�
　　　　　山田百合子氏�
　　　　　→「アイルトン・セナについて」�
◎参加型研修等�

【広報委員会】�
・デザインフェアについて�
　ポスター、リーフレットの作成。�
　広報活動としてマスコミ関係を訪問。�
・ニュースリリース１２月号�
　仕事場ウォッチャー、ジュニア会員情報、新入会員
　紹介等�

【かごしまデザインフェア2004について】
・次回運営委員会は１２月１６日開催。�
・平成１６年度は、県民交流センター２月を仮押え。�

【その他】
（１）肥薩おれんじ鉄道の提案について�
（２）オーストラリアパースとのデザイン交流について�
（３） 仮装ＰＡＲＴＹの開催�
　　１２月２８日（日）ＰＭ４：００～８：００まで　　�
　　場所：蒼氓�
　　「こだわらない逸品」のオークション大会その他、
　　企画がバラエティー�
�

■広報委員会
【Communication】
　本気で人に何かを伝えようとしたい時、ボクはあり

とあらゆる方法や道具・テクニックを駆使して、自分の

中の、相手に感じてほしい「自分像」を相手に理解さ

れやすく投影しようと必死になったりします。何と言っ

ても投影先のスクリーンは千差万別なのですから。�

　そうして今度は、相手からのリアクションでボクが相

手を感じる番。嘘を言う人、曖昧な態度の人・・・相手

のことを深く理解していないことには、そのリアクショ

ンの向こうにあるその人の像は掴めないし、逆に、深

くわかり合える相手とはミニマルな表現でコミュニケ

ートできたりする。その違いは何なんだろう？と、考えて

「表現方法の按配の理解度か？」と、思い至った。�

�　もしかして、デザインってのもそーゆー事？�

�　だよね、きっと愛ってことなのね。�

　　　　　　　　（鶴鳴館ディジタル　小山 幸介）�

■啓発委員会
　日之出も売上高１００億になってから、日帰り出張

が増えてきました。委員会の出席もままならず、ご迷

惑をおかけしています。�

　鹿児島は一次産品では全国的ですが、意外と鹿

児島産と認識されていないのは、イメージが弱いと思い、

システムのプロモーションの最終仕上げをデザイナ

ーにお任せしています。部分公表で、好評を博してい

ますので、完成するのが楽しみです。その他、パッケ

ージも手がけていますので、機会があればよろしく。

　　　　　　　（日之出紙器工業　　足立　昭彦）�

■研修委員会
　いつものごとく、仕事に追われる毎日を過ごしてい

ますが、この頃露天風呂にはまっています。東の空に

輝くオリオン座を見ながら、湯船に浸り思わず“悩ま

しい？”ため息をついたり、先日は某露天風呂で背泳

ぎをスイスイと・・・、過日は波の音を聞きながら、ワイン

片手にチビチビとお月見、朝日とともに朝風呂も格別、

夕日が刻 と々沈んでいくのを観ながらの露天風呂も

又良しです。鹿児島に来て良かったと、しみじみ思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　（岩切　明美）�

■ジュニア会員
　こんにちは、田中達也です。鹿児島大学教育学部

美術科 デザイン専攻に在籍しています。月日が経つ

のは早いもので、あっという間に今年で卒業…いいか

げん就職を決めねばと思う今日この頃です。将来的

にはグラフィックデザインの仕事を手掛けていきたいと

思っています。その前に卒業が先なんですけどね（汗） �

　最近は「メカニカルイラストレーションの研究と展開」 �

という題目で卒業制作を進めています。来年の２月24

日～29日まで黎明館にて卒業・修了制作展を行いま

すので、ぜ ひ御観覧下さい。 �

　デザイン協議会はいろいろな人と出会うことができ、

自分としては新しい発見の多い場です。また会員の皆

様の御協力もあり第二回「てのん」も無事終えること

ができました。ありがとうございます。これからも協議会

でいろいろ吸収させてもらおうと思っています。よろしく

お願いしま す！　　　　　　　　　　（田中達也）�

�

（社）日本クラフトでザイン協会�

フリーランスデザイナー　　　惠原　佑光�
私にとって デザインとは、一生、続けていく仕事です。�

新入会員紹介


