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「常に自己ブランド力の向上を目指そうと。でなきゃ、様々

なプロジェクトにかかわっているうちに自分のポジショ

ンを見失ってしまいますから。YMSのメンバー皆にも

そう言ってます」。�

�

鹿児島でこういったモチベーションやスタンスを保ち

続けているというのは、なかなか難しいと思うのだが、

やはり西田さんのオーラが暖かいから、自然と人や情

報、仕事が集まって来るのだろう。ボーダーのポロシ

ャツなんか着ていたらそれだけで後輩が集まって、ラ

ンニングが始まりそうなイメージが浮かぶ。これぞ持っ

て生まれたアニキ体質。�

閑話休題。�

まさにネット環境を熟知し、活用する今の仕事のスタ

イルは、鹿児島で暮らしていてもなんら問題なくビジネ

スができるというお手本となっている。そしてそこに必

要なのは何よりも“人柄”と“コミュニケーションを楽

しむセンス”なのではないかと感じた、今回の仕事場

ウォッチャーでした。撮影／山崎　 文・取材／花田�

【鹿児島の新しい仕事スタイルを
　　　　　　つくる、頼れるアニキ】�
　「私は○○をやっています」と一言では説明出来

ない、いろいろな仕事をやっていそうな人として、とて

も気になる人。それが今回お邪魔する西田さんである。

仕事について話すことはクールなのに、出ているオー

ラは暖かい、その不思議を探りにソフトプラザかごしま

内にあるオフィスを訪ねた。�

�

まず聞きたかったのが仕事形態。有限会社西田商会・

team YMS・アットマーツデザインの３本柱について

教えて下さい。「まず西田商会は建築や内装をする

家業です。僕で２代目ですから親の代を大切にしつつ、

今まで取引のある所の同じ２代目同志で連携を取り

ながら、スムーズな引き継ぎをしていかなくてはならな

いんです」。なかなかしぶい社名だとは思っていまし

たがなるほど、２代目さんでしたか。�

�

team YMSはyour motivation squareの略で、大学

生から３０代のメンバーが自由に行き来し、プロジェク

トに応じてチームを組み仕事をするというスタイル。西

田さんはアートディレクターとして舵を取る。本業を持

ったメンバーが各自の学業や仕事を終え、三々五々

集まって来ては自分に合った仕事に取りかかるのだが、

より自由な発想でのびのびとチャレンジ出来るためい

い結果が生まれて来る。「で、ちゃんと申告の仕方とか、

会社にちゃんと届けろよとか、そういったところも教え

るんです」と西田さん。多種多様なメンバーがいるお

かげで仕事の幅も広く、いわゆるデザインらしいデザ

インから、「わかめやカニも売ってます」という独自ウェ

ブサイトの運営まで。「限定販売なので、数をチェック

しなくちゃいけないと気付いたので」と、壁に貼られた

カニの売上を数えた手書きの“正”の字がアナログ

でいい味だしてます。�

�

そして、アットマーツは西田さんのデザインブランド。

個人指名で入る仕事をアットマーツとして受けている。

team YMSの運営を軌道にのせつつ、４０歳を迎える

ころにはこのアットマーツを確立させたいという目標を

立てている。同時に、学生の頃ひたすらデッサンや絵

に向っていた頃を思い出しては、もっともっと“描かな

きゃ”という気持ちも強くなってきているという。�

有限会社西田商会
team YMS
アットマーツデザイン

西田　建一さん



デザイン交流 講師プロフィール申込数が極端に少ない状況です
友人・知人を誘って申込お願いいたします。

17日（火）

20日（金）

21日（土）

22日（日）

『陶芸PART1焼かずにいられない！  
　　　　　　　　　　足元の土』
※あなたの周りの土を形にしよう
◆講師：村岡良寛 (30人募集　FAX:099-273-1577)

15:00～16：30
基調講演『デザインは公共のために』
※九州新幹線「白いつばめ」のデザイン担当、西鹿児島

　駅舎、笠沙恵比寿等、一連のデザイン展開
◆講師：水戸岡鋭治 
(100～200人　FAX:099-257-5133：事務局）

●水戸岡　鋭治�
プロダクトデザイナーイラストレーター�

株式会社ドーンデザイン研究所　代表取締役�

1947年：7月5日生まれ�

1965年：岡山県立岡山工業高校デザイン科卒業�

サンデザイン（大阪）及びsTUD10　SILV10　

COPPOLA（ミラノ）を経1�

1972年：ドーンデザイン研究所設立�

1985年：オリジナル家具の店「BOSCOa止＆furniture」

（岡山）開設�

1989年：「BOSCOa什＆furniture」（東京）開設�

九州新幹線「白いつばめ」デザイン担当�

西鹿児島駅舎、笠沙恵比寿、総合プロデュース�

�

�
●山田　百合子�
株式会社Y2　�

株式会社ワイワイカンパニー　代表取締役�

フェリス女子短期大学卒業後、フランスヘ留学�

�

帰国後は出版社勤務を経てハワイ大学へ遊学。ル・マン

、　Fl、パリタカールラリーやサファリラリーなど世界の主

要カーレースの映像制作をプロデュース。�

1987年映像企画制作会社Y2を設立。�

現在はワイワイカンパニーとの両輪で�

マーケティング戦略・広告・PR・映像・インターネット・グラ

フィックなどクリエーティブワーク全般をこなす。�

10:00～12：00
『陶芸PART2試さずにいられない！
　　　　　　　　　身近な釉薬』
※塩・醤油・味噌・マヨネーズ・口紅・洗剤etc・・・

◆講師：村岡良寛 

12:00～15：00
『チャレンジデザイン鹿児島の　
　　　　　　　　　　　　食卓』
※形や色でこんなに変わる食をデザインする

◆講師：山下勉　塩津洋一　市來学

(30人募集　FAX:099-248-0986)

14:00～16：00
『鹿児島の花材を
　みんなでアレンジしよう』
※初めての人も一緒に大作に挑戦しましょう

◆講師：西眞理子 

(20人募集　FAX:099-252-5024)

10:00～14：00
『薩摩の歴史を拓本してみよう』
※道具づくりから始めて作品に仕上げる

◆講師：野田和信　恵原要 

（小3以上～大人）(25人募集　FAX:0995-65-8756)

14:00～16：00
『ユニバーサルデザインってなに』
※さまざまな角度から見て聞いて体験して！

◆講師：森重匡世

(50人募集　FAX:099-222-1582)

11:00～17：00
『100％鹿児島県産稲わら畳の
　　　　　　手縫い実演と体験』
※県オリジナル竹炭入り畳の紹介と円形ミニ畳み作り体験

◆講師：鹿児島畳組合(25人募集　FAX:099-247-7814)

10:00～12：00
『新幹線がやって来る。
　　　   鹿児島の鉄道の歴史』
※紙を使って電車や飛行機を作って遊ぶ（園児・小学生対象）

◆講師：竹之内和美
(TEL.099-224-2093FAX:099-225-5771) 

10:00～12：00
『陶芸PART3いよいよ窯だし！
 　オマケに陶芸マル秘ツボ話』
◆講師：村岡良寛

13:00～15：00
『アイルトン・セナ没10年に想う
　　　　　　　　～鹿児島発』
◆講師：山田百合子 

(40人募集　FAX:099-257-5133　事務局)

15:00～18：00
『川辺の漆職人の技を学ぼう』
※蒔絵入りマイグラスの制作と漆器の扱い・修理

◆講師：橋口直由

(25人募集　FAX:0993-56-0930)

10:00～12：00
『わたしの着せ替え人形』
※大島紬や日本古来の文様を学ぶ（園児・小学生対象）

◆講師：西紀世美 

(25人募集　TEL.099-224-2093 FAX:099-225-5771)

10:00～13：00
『ハッピーな家をつくろう』
※粘土を使ってあなたの夢の家づくり体験

◆講師：　　正治　(25人募集　FAX:099-284-0082) 



ご協力のお願い

●2月16日（月）搬入、設営
　2月23日（月）撤去、搬出
今回は会場を黎明館から交流センターに移してのフェ

アですので不慣れなために時間がかかることが予想さ

れます。全員できるだけの応援協力をお願いします。

午前中だけ、午後だけのお手伝いでも結構です。�

●協議会メンバーのこだわりの一品
出展の申込がまだまだ少ないようです。出展されたい

方は品物、サイズ等をお早目に塩津さんまでまで連絡

をください。�

TEL：099-248-0991  �

FAX：099-248-0986�

●デザイン交流
水戸岡さんと山田さんの講演への申込がまだ一桁台

です。友人・知人をお誘い合わせの上、事務局まで申

込をお願いいたします。�

　　　　　　　　　FAX:099-257-5133：事務局�

�

●関連イベントコンサート
※2月18日（火）鈴木重子コンサート�

　前売り券残り50枚�

　会場責任者：小森さん　スタッフ10名�

※2月19日（水）はばたけ子供たち�

　前売り券残り多数�

　会場責任者：伊堂寺さん　スタッフ16名�

※2月20日（木）ARTSコンサート�

　前売り券残り100枚�

　会場責任者：橋口さん　スタッフ16名�

各委員会に会場スタッフの協力依頼通知がある予定

です。スタッフは入場料が不要ですので、自分で見た

いイベントのスタッフに応募するのはいかがでしょうか。�

�

●開会式（2月17日9：00～）�
●オープニングパーティー（2月17日17：30～）�
　にも、都合のつく方はぜひご参加ください。�

�

�

　新年あけましておめでとうございます。�

　今年のかごしまデザインフェア2004の総合デザイ展

示の中で、デザイナーと企業および行政が強い信頼関

係のもとコラボレーションを通して成功した事例を展示し

ます。デザインの役割とその成果を広く県民の方々に理

解いただくためです。�

　経済産業省においても企業のブランド戦略を活発化

するために、デザイナーのビジネス環境整備を支援する

施策を具体化しています。環境が整うことでデザイナー

は企業にとって満足の高いデザインを数多く作れ、企業

も質の高いデザインを取り入れらるようになり、より実効

性のあるブランド戦略が展開できるわけです。�

　一方、景気の回復感がもう一歩というところで業績の

悪化した企業では経営層を中心として業績回復プランを

描き、その堆進に努めています。そうした企業の中でデザ

インを核に製品開発、コミュニケーション、販売などに改

革する動きが目立ってきています．これからデザインを積

極的に活用し、業績回復を図ろうとするとき、私たちデザ

インを携る者として真筆にうけとめ、自己を研撰してその

一役を担いたいものです。このような背景を考えたとき改

めて「デザインの時代」が到来した感じがします。�

　会員をはじめ関係各位のみなさまの絶大なる御協力を

賜りますよう心よりお願いいたします．�

　「新年の挨拶」

かごしまデザイン協議会仮装パーティ

会長　森重匡世

日刊工業新聞より情報提供：森重会長�

　12月28日蒼氓にて、かごしまデザイン協議会仮装パー

ティが開催されました。和服の森重会長、ガンマンの大嵩

副会長という決まり過ぎのお二人。西副会長のチャイナ

姿もかっこいい～。益満さんの牛もかわいらしく他の皆さ

んもそれぞれ工夫をこらして、いつもが仮装で当日が普通

のような錯角さえ覚えました。特に塩津さんの和服のママ

は似合い過ぎて恐い位でした。（どこかで見かけるおばさ

んタイプ）�

　又、参加者で持ち寄ったこだわらない一品のオークシ

ョンで32,800円の売り上げが�

り、チャリティに使わせて頂くことになりました。年末の慌

ただしい中でのパーティでしたが良い年忘れとなりました。�

　記：岩元�

�

　経済産業省は企業のブランド戦略を活発化するため、

デザイナーのビジネス環境整備を支援する。デザイン

制作料の算定ガイドラインなどを策定、下詔け的な立

場になりやすいデザイナーが企業と適正な契約を結べ

るよう後押しする。ビジネス環境が整うことで、デザイナ

ーは企業にとって滴足度の高いデザインを数多く作れ

るようになる。企業も質の高いデザインを取り入れられ

るようになり、より実効性のあるブランド戦略を展開でき

るようになる。�

　経産省によると、企業とデザイナーの関係は契約や

報酬をめぐって、トラブルが多い。デザイナーの技量を

客観的に評価するシステムがなく、提示されたデザイン

料金などをめぐって、デザイナーの不信が高まっている

という。このため、デザイン制作料の算定方法などにつ

いて、ガイドラインを策定する。すでに幾つかの団体で

作られている指針の良い部分を抽出し、まとめる方針。

契約関係を明確にすることで、デザインづくりを活性化

させる。�

　また、4月から施行される改正・下請代金支払い等遅

延防止法（改正下請法）の周知徹底を行う。2月5日に

説明会を開き、どのような取引が違反行為にあたるの

かなどを紹介する。�

　下請法は、これまで物品の製造や修理を対象として

きたが、改正により、デザインを含むサービス分野が加

えられた。デザイナーに改正下請法を熟知させることで、

デザイナーの地位向上に進めたい考えだ。�



●デザインフェアが近づいてきました。毎年この時期は仕事
　の繁忙期と重なり、コンペの作品も作らなければならなか
　ったりで、てんてこ舞いなんですけど、忙しいのは皆さん一
　緒。ぜひデザインフェアを成功させたいものです。�
●会社の電話がIP電話に変わり直通電話番号変更になり
　ました。下の連絡先をご参照ください�
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.050-3000-7157　 FAX.099-256-9613

かごしまデザイン協議会1月定例理事会議事録
●日時：平成１6年1月27日（火）１8：0０～　�
●場所：美華園　�
●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、大嵩、福森、
　　　　　　（15名）　　 　欠席：島津�

●会長挨拶
デザインフェアも近づきました。全員一丸となって参
加協力し、成功させましょう。�

●各委員会活動計画
【啓発委員会】
・デザインコンペ審査終了報告。�
・企業課題部門は６５点の応募で３５点入選。�
・ＫＩＳＣ部門は１００点の応募。一般９点入選、学生２
　５点入選。�
・２月４日に委員会を開催。�

【事業委員会】
・１月２０日委員会開催。�
・コンサートチケット販売状況の報告。３日間コンサー
　トスケジュールの説明。�

・チケットの販売、当日の応援体制など、コンサート成
　功に向けて全員の協力要請。�

【研修委員会】�
・オープニングパーティーの出欠確認。�
・デザイナーブースの展示設営、焼酎ラベルの張り
　込み等各委員会へ人的協力の要請。�
・１月２８日に委員会開催。�

【広報委員会】�
・マスコミ対応・・・２/９ＫＴＳ告知→大嵩、西�
・鹿児島ＦＭ告知→柳田�
・デザインフェア当日の取材対応等について。�
・市内掲示板にポスター掲示。�
・展示目録作成。　�
・２月２日記者発表。�
・２月３日に委員会を開催。�

【かごしまデザインフェア2004について】
・２/１６搬入、設営・２/２３撤去、搬出は、全員できるだ
　けの応援協力を要請。�
・デザインフェア期間中の当番者へ協力要請。当番
　表を作成後ＦＡＸ予定。（森重）�
・フェアのこだわりの一品の出展が少ないので、再度
　確認をとる。�

【事務局より】
・１５年度予算の執行状況について説明。�
・会費未納者については、できるだけ早い時期の納入
　をお願い。�
・前年度未納者について文書にて通告する。確認の上、
　諸手続きを行う。�
・１２月１５日三役会を開催。今後の活動等について議
　論。�

■広報委員会
【誤解】
　新幹線開通に合わせて西鹿児島駅前の工事も

佳境にさしかかっています。工事の遅れが心配ですが、

我が社でも土木製品をいろいろ納入させてもらって

いますが、現在のバス停のところに直径10ｍの巨大

な樹木保護蓋（木の根を踏厚から守る）を特注で製

作しました。工事が終了したら通りがけにぜひご覧く

ださい。�

　話は変わりますが、5歳の子供が工事現場が好き

で月に一回ほど電車で西駅に進捗状況を見学に行

きます。昨年市電に子供と乗っていましたら、となりに

座ったおばあさんが、私と子供を交互に見て子供に

話しかけました「いいねぇおじいちゃんと・・・」。私まだ

41歳なんですけど。周りの乗客には結構受けてました。

　　　　　　　　（インフラテック　久保　潮）�

�

■啓発委員会
　　昨年入会したもののデザイン協議会で欠席す

ることが多く、やっと忘年会に参加しました。けど半分

ぐらいの方とは初対面状態で、その上仮装だからなお

誰だか判らなかったことでしょう。私はプレスリーの仮

装で、2次回ではつい唄いまくり、皆様に迷惑をおか

けしました。�

　今まで私は一人で洋学専門、今回Duetできたの

には感激！！さすが個性派グループですネ。Thank 

You,Miss Pilot!!　次は「Somethin'Stupid」をDuet

で。　　　（ダスキンレントオール　　小林　雄二）�

■事業委員会
�

�

�

�

�

�

�

�

�

　１月２０日、デザインフェアに向けての最後の打ち合

わせとなる委員会が蒼氓で開催された。総合展示部

門が担当ですが、話題は関連イベントとして開催する

３日間のコンサートに集中。スタッフとして何をすれば

お客様に喜ばれ、進行がスムースに行くのだろうか。

チケットの販売状況は？　収支はどうなるの？　結論

は「準備から当日までの過程を自分たちが楽しまなけ

れば面白くないよね・・・」２７日現在、鈴木重子が約8

０枚、２日目のこどもたちのチケットも残っています。皆

さんチケット販売も宜しくお願いしまーす。�

■研修委員会
昨年の仮装パーティーでは多くのＮＯＲＩのいい方のご

参加で成功利に終わりましたことを感謝申し上げます。

あわただしい年末年始が終わり見渡せば、雪景色か

デザインフェアの事ばかりのこの頃です。私の担当部

署、会員の主張の場「こだわりの逸品コーナー」では、

仕事での成果物や日常使いの道具、デザインの素晴

らしいモノを各自のエピソードを添えて展示します。現

在手元にある資料では、１ｃｍのモノから５ｍにいたる

ものまでフェアの会場でないと見られないモノばかりが

集まってきています。スペースにはまだ若干の余裕が

あります。出展されたい方は品物、サイズ等をお早目

に塩津まで連絡をください。�

ｔｅｌ：０９９－２４８－０９９１   ｆａｘ：０９９－２４８－０９８６�

　　　　　　　　　　　　　　　　（塩津　洋一）�

■ジュニア会員
　博多和宏２３歳です。独身です。衣服作家なので、

服を中心に制作をしていますが、絵、イラスト、オブジェ、

演出その他アート全般で活動しています。�

　現在、西駅のベル通りチャレンジショップベルハー

モ内で作品を展示販売してるので、遊びにいらしてく

ださい。　　　　　　　　　　（博多　和宏）�

�

かごしまデザイン協議会の総力を挙げて
かごしまデザインフェア2004を成功させましょう

前回の答えは�
福森伸さん�
でした�


