
●2ページには西紀世美さんの登場です。メキシコに行ってた
　かと思えば7月の照国神社の6月灯にも出没していたとか・・�
　来年はぜひモンゴル通信とかお願いしたいと思います。�
●8月5日よりホームページを若干変更します。�
　試行錯誤の運用になるかと思います。ご意見等ありました
　らBBSに書き込むか、直接私までご連絡ください。�
　ニュースリリーは2ヶ月に1回の発行ですので、その間の穴を
　埋めるツールに出来ればと思います。�
�
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.099-259-4100

■研修委員会
　昨年の４月に協議会に入会して丸1年になりました。

この間に４・５名の協議会会員との出会いがあり、い

っしょに仕事をさせてもらいました。今年のデザインフ

ェアでは、コンペ部門で竹炭ボードの商品化を依頼、

また山椎商会としてブ?スを出しました。フェア以外の

展示会等にも数多く参加していますが、鹿児島の孟

宗竹が原料の「竹炭」の画期的な商品化は難しい

のが現状。だからこそ皆さんのお力とアイディアに期

待しています。これからもどうぞ宜しく！�

　　　　　　　　　　　　　　　（佐伯　徳子）�

■啓発委員会
【6月21日は「デザインの休日」】�
　6月の啓発委員会において会場のオーナー瀬戸

口さんから提供された情報です。昨年末「サンモリッツ・

デザイン・サミット」で採択された「国際デザイン・アク

ションデー」の邦訳が「デザインの休日」。　競争激

化の中、デザインが消費促進の安易な道具となって

いる危機感。飽きられやすい短命なデザインが増え

ている現状。これらをふまえ、デザインの現状と社会

的責任や意義を見直す時間が必要と説く。　�

　たまには，仕事の手を休め，改めて考えてみるのも

必要か。　　　　　　　　　　　　（恵原　要）�

■事業委員会
　7月7日、七夕の夕べに第一回事業委員会が城山

観光ホテルのホルトで開催された。七夕は一年に一

度織姫と彦星が・・・ですが、それ以上に久しぶりの平

川川女史の出席もあり、またいつもと違う会場での

開催は楽しいものです。�

　デザインフェア２００５やその後の問題も当然議題

となったが、協議会会員の増強については発足10周

年記念パーティを企画してらとの案が出るなど、なご

やかな中にも真剣な討議がなされました。�

　デザインフェア２００４の映像記録を基にＡＲＴＵライ

ブのＤＶＤ化がなされ、デザイン協議会として著作権

が事業収入となるとの報告には、目の付け所がさす

がと感心。ほかにも事業計画としてショーの開催に

ついて、デザイン協議会とはなんぞやとの話も盛り上

がりました。�

　若者は七夕の夕べで恋を語っているというのに・・・、

会が終了してから楽しいひと時を過ごした人がいた

のだろうか？いずれにしても、たまには会場を変更する

と、気分も変わり、出席者も増えるのではなかろうか。�

　　　　　　　　　　　　　　　　（蔵満　功）

■ジュニア会員
　10月に開催する第3回［tenon］のテーマが決定い

たしました！ドロロロロロロロロ…（太鼓の音）ジャーン！

【色派】…［いろは］メンバー一人一人がテーマの色

を決めて作品を作り、色派にわかれて壮絶なタタカイ

を繰り広げようというものです！もちろん色派は一人で

も成り立ちますので、23派の闘いになるやもしれません！

まだそれぞれの色は決まっていませんので（何人か想

像のつく人はいますが）どんな試合…いやいや展覧

会になるのかわかりませんが、乞うご期待下さい！　

　　　　　　　　　　　　　　（西　絵美子）�

�

かごしまデザイン協議会7月定例理事会議事録
●日時：平成１6年7月20日（金）�
●場所：蒼氓　�
●出席：森重、松下、三坂、西、柳田、恵原、吉迫�
　　　岩元、塩津、竹下、大嵩、福森、　　（13名）
　　 　欠席：小森、梅田、島津�

●会長挨拶
●各委員会活動計画
【啓発委員会】
・デザインフェアではコンペ部門を担当。�
・デザインカレッジ→ホームページ上の「デザインカレ
　ッジのお知らせ」では効果が薄いのでやり方を変え
　る必要有り。福祉施設を対象にデザインや商品開
　発の指導を行う案が浮上。調査をして、次回委員
　会で検討予定。�
・ジュニア会→８月の委員会はジュニア会員との交流
　を図る合同会にする。各理事宛にも案内、多数の
　参加を要請。�

【事業委員会】
・デザインフェアでは総合展示部門を担当。�
・フェア２００４関連イベント「アーツ ライブ」のＤＶＤを

　製作したので販売し、著作料を事業収入とする予定。
　現在レコード会社に打診中。�
・ダイエー １０月のデザインセミナーで協議会会員２名
　へ講師依頼の予定。�
・仙巌園コンサートの好印象により、加藤登紀子４０
　周年記念リサイタルのオファーがあった。2005年
　６月の予定。協議会の各委員会で会員に主旨を
　説明し、意見を聞いて決定する。�

【広報委員会】�
・デザインフェアでは広報部門を担当。�
・ホームページの見直し。会員データの更新等サン
　プルを作成予定。�
・８/２８～８/２９　霧島 田中会員の別荘で委員会を開
　催予定。�

【研修委員会】
デザインフェアではデザインセミナー部門を担当。�
・研修旅行→台湾 ３泊４日に決定。１１月に鹿児島
　⇔台湾の直行便があり料金も安く設定されている
　のでそれを利用予定。　�

【かごしまデザインフェアについて】
・「デザインフェア２００５」は平成１６年２/１５（火）～２/
　２０（日）の６日間、かごしま県民交流センターにお
　いて開催することがデザインフェア実行委員会に
　おいて決定した。　　　　�

　内容としては、「コンペ部門」をメインに「デザイン
　セミナー部門」と「デザイン協議会部門」の展示を
　行う。�
　デザインセミナーについては、集客できる人を講師
　に選定したいので、内容、知名度、形式等次回のフ
　ェア運営委員会で検討予定。�
・「デザインフェア２００６」は、県の予算編成時期の関
　係で現在の様式か、新しい様式にするか８月中旬を
　目途に取りまとめ、工業振興課へ提案予定。プラン
　をお持ちの方は会長へ提出。�

【その他】
・会員同志の交流会について�
　今年度中に全会員が一同に顔を合わせ語り、飲む
　会を企画する。（責任者：塩津理事）�
・会員増強について�
　ニュースリリース８月号の送付時に協議会のリーフ
　レットを同封し、全会員が新規会員の開拓に協力。
　各会員はコピーして、積極的に勧誘する。�
・デザイン協議会発足１０周年記念パーティー�
　デザインフェアオープニング当日に行うことが決定。
　１０年間の関係者や、今後の会員増強につながる方々
　などに参加していただく。詳細等については今後詰
　めていく。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�

↓前号の答え（川崎さんでした）�

ヒント：体型もあまり変わらず、やってる事もあまり変�

　　　　わらず、今日まで来ました。「継続はチカラ也」�

�



（有）Dinky　「ごもんちゃん」

山下　勉さん

2004.8.1
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　お昼時の喧騒がおわった午後3時過ぎ、山形屋立体駐車

場前の「ごもんちゃん」に山下勉さんを訪ねました。�

�

　皆さんご存知の「ごもんちゃん」は29年前に串木野で開店。�

こちらのお店もオープンしてはや4年になるとか。そのおいしさ

もさることながら、小森さん設計のインテリアや、俳優奥田瑛

二が描いた店名サイン、お店の前でたたずむミニモークといっ

た既存の「ラーメン屋さん」のイメージを超えたスノッブな雰囲

気が、お客様の心を捉えて離しません。�

�

Q「もともとD協に入会されたきっかけは？」�

A「ホワイトギャラリー近くの水源地で花見があって飲んでいる

とき、誘われまして・・」�

Q「奥田さんに、書いてもらったきっかけは？」�

A「奥田さんの個展オープニングパーティーで飲んでいるとき

知り合いまして・・」�

と、お酒が縁での出会いが、山下さんの幅広いネットワークを

支えている様子。（私も何度かご一緒させていただいております）

そして店の奥には、いまをときめく「いも焼酎」のびんが燦然と

輝きながら並んでいます。「300円から500円でお出しします」

とのこと。某有名銘柄もこのお値段で味わえるそうです。お好

きな方は、ぜひ。�

�

　そんなお酒の縁が実現させたのが「1日だけのラーメン出張

in硫黄島」という企画。これは硫黄島の島民の方全員に、無

料で、ラーメンを振舞うという、空前絶後、前代未聞のボランテ

ィア。これも、島の中学校の先生だった方に酒場で語った一

言が、こんなことになっちゃった企画とのこと。でもなかなか続

けられるものではないはず。敬服いたします。この企画は例年

開催されていて、今年は9月末から10月に開催予定とのこと。2

万円くらいの予算で（1泊！）ツアー企画されるそうなので、興味

のある方はお問い合わせ下さい。�

�

　「今後は、食材などを持ち寄って、創作料理などに挑戦する

イベントなどもやりたいですよね」と話す山下さん。なるほどこ

の店内は、皆で厨房を囲むスタイルだけにワイワイ楽しくやれそ

うです。早めの企画、開催を是非ともお願いいたします。�

�

　今回の取材を通じて、山下さんはDinkyというカーショップも

経営するなど、多彩な魅力を持つ方と再認識。D協に新鮮な

風を送り込んでくれる貴重な存在であることは間違いありません。

巷ではユニバーサルデザインなどといまさらのように言われて

いますが、すべての人においしいラーメンをサービスすることは、

間違いなくユニバーサルなデザインです。おいしいラーメンをあ

りがとう。「ごもんちゃん」万歳！�

�

　　　　　　　　　　　文：西田　写真：山崎撮影事務所�

�

��



3 月１４日（日）～３１日（水）
　　　　　　大阪伊丹→東京成田→アメリカ合衆国ダラス→メキシコ　

今回の旅の目的は、大好きな建築家ルイス・バラガン　の傑作を見に行く！！である。
建築界の巨匠安藤忠雄氏がもっとも敬愛するバラガンは、マリアッチ（１０人編成でポ
ルカやボレロなどを演奏する楽隊）やテキーラの産地で有名なメキシコ・グアダラハラ
の大農園に生まれたボンボン息子の建築家。私から見たバラガンとは、メキシカンピン
クやパープルの壁を巧みに構成し、まるでインスタレーションかのような空間をつくり
出してきた、建築家を超えたアーティストだ。彼の作品はメキシコにしか存在しないの
だが、旅行ガイドブックなんかには一切載っていないし、一体どうやって扉をたたこう
か・・・。その手助けをしてくれたのが。

　★『Casa BRUTUS』　Ｖｏｌ.２７「安藤忠雄とメキシコへ。ルイス・バラガン建築の世界」
　 　　バラガン自邸見学は要予約。mailto:casabarragan@hotmail.com

彼が生涯をかけ探求し続けた自邸が一般公開されているという情報のもと、日本から
メールで予約を入れ、行き方も分からぬまま・・・ダラスを経由して中米メキシコへ。

Casa Barragan　バラガン自邸。見学予約を入れて、ハッキリ言って場所も分から
ないまま来てしまった私たち。図書館で借りた本によると、どうも「タクバヤ地区」に
存在するらしい。ので、地下鉄の「TAKUBAYA」で下車。駅員さんにつたない英語で
道を訊く。しかし。。。メキシコはスペイン語であることは改めて言うことでもなく。
「こっちに来たまえ。この地図にＭＵＳＥＯと書いてあるからここじゃないか？」
身振り手振り、彼はそう言った。

　
　（き）「どうする？ツッキー！（友人のあだな）もう自分たちで探そっかぁ？・・・あっ
あのさ、これ、見て。『Ｃｏｎｓｔｉｔｕｙｅｎｔｅｓ駅で下車』って書いてあるよ
ぉ。。。うちら、駅まちがってんやん。」（ツ）「あーやってもた。でもずいぶん歩
いてきたし、こっからでも遠くないはずやで。この人らに任してみようや。」
・・・しばらく時がたち・・・（自衛官）「見つけたぞ！こっちに来たまえ！」と奥
へ連れて行かれたところには。。メキシコシティーのかなり精密な地図が硝子ケース
に入って展示されている。そうそう、ここは「メキシコの土地」に関する資料館だっ
た。「え！！！！どこ？？」と小さ～～～い文字を読みきれずにいると、虫めがねま
で登場・・・；それでも分からなかったので「え！！！どこ？」を繰り返すと、若い
自衛官、「ハイ、大佐！かしこまりました！」と硝子ケースの鍵を持ってきた。そし
てついに重い扉が開けられ、私たち２人のために、私たち２人がバラガンの家を見に
行く途中に道に迷っているがために！メキシコの土地に関する資料である地図が、私
たちのためだけに硝子ケースから出てきたのだーーーーー！

そんなご迷惑をおかけしつつ、ようやく道も分かってホッと一息。玄関口でおエライ
大佐が「おい、おまえ、現地までついて行ってやれ」と若手自衛官に言っている。「
いえいえ、ここで結構です。道もちゃんとわかりましたから。ほんとにほんとにアリ
ガトウございました。助かりました～～～。」と、日本語と英語とスペイン語が入り
乱れる会話を交わし、２０分後にようやくバラガン自邸へたどり着いた。

「ここか？？」「こっちちゃうか？」とぶつくさ言いながら歩いていたら、「バラガ
ンはここだよ～～」と地元の兄ちゃんが手を振っている。「海外＝危険」に敏感にな
っているツッキーが、「また変な客引きちゃうか？」と疑っていたが、その変な兄ち
ゃんのおかげでバラガン邸に着くことができた。バラガン自邸は、小道が入り組んだ
住宅地に位置しているうえ、外見がいたってフツウの白い壁。そこにかの有名な建築
家の自邸があるとは思えない場所なので、本来降りるべき駅で降りたとしても、無事
にたどり着くには平均１時間はかかるとされている。その変な兄ちゃんに出会えなけ
れば、うっかり見過ごして行っちゃいそうなトコロだからくれぐれも気をつけて！

の国メキシコ記
情熱 by K．Nishi

←車内の駅表示。�
メキシコは「ピクトグラム」（絵文字）が多い。�
駅ごとに意味の深い絵がロゴになっている。�

この「旅のルポ」がもっと見たい！という方は↓�
http://www.h7.dion.ne.jp/̃umiyama/index.html　まで！�

Vo1.1

絶対ちがう！と確信しながらも足を進める。と、そこは自衛隊が管理する「メキシコの土地」に関する資料館だった。そこ
でさらに道を訊く。『Casa・・』にちらっと書かれていた住所をたよりに、若手の見習い自衛官にたづねると、なんだ
か上司のおえらい自衛官が登場。道を訊いただけなのに。。「ハイ、大佐！かしこまりました！」みたいな態度でさらに
エラそうな上司を呼びに行く若手自衛官。ありゃ～～、えらいことになってもうた。

↓紫の花ジャカランダ、桜みたい。�

バラガンの弟子、リカルド・レゴレッタ�
設計のカミノレアル・メヒコに泊まる！�

紙面の都合により、今回はここまで。�
次回予告『ついにバラガンに会う!』�

やっとたどり着いたけど、�
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　先日、作風的に大好きなアーティスト横尾忠則さんと

お会いし、話をする機会がありその時の話を・・・・�

　氏は現在、グラフィツクの仕事と画家宣言以来絵画

も描いている。今は「Ｙ字路」を画題としテーマを持ち描

いている。200号サイズを黒色一枚と赤色一枚、壁に

立てかけアクリル絵の具で描いていた。パレット兼絵の

具皿はアルミホイルの皿バケツの水差しに大刷毛・溝

指し・定規とキャンバスと格闘するかのように描いていた。�

　「Ｙ字路」を写した写真を何枚も見ながら自身の中で

写真を昇華しながらの作業は丸一日続くそうだ。差し入

れに氏の大好物のひとつスイカを下げていくと、垂れた

頬肉をより弛ませ喜んでくれた。アルコール類を飲まな

い氏は甘いものが好きで会話が「小豆」になり『鯛焼き

が食べたい』とリクエストがあり周りを慌てさせた。�

　氏との話のなかで『デザインは制約があればあるほど

楽しいやりがいがある』『絵を描くことは誰に頼まれたわ

けでもないにで好きに描く、好きなものを描く・だから楽

しい・苦しい・色 な々気持ちになれる、だからまた描く』等々

の話など瞬く間に２時間過ぎてしまった。�

　二日後「鯛焼き」と「天文舘白熊」を下げて再度訪

れることにした。今度は鯛焼きを見るなり『おおお』と垂

れた目じりをさらに下げた。アシスタントにすぐ食べたい

と指示した、純真で本当に素敵なアーティストだなーとさ

らに好きになりました。�

楽しいひととき 6月6日　新燃岳登山＆スケッチ大会の感想　　　しおつ　よういち

�

　以前からこの企画には誘われていましたし気になって

いましたが、休みの都合がつかず（日曜日も休めない程

忙しくは無いのですが）『いつか参加できたらナ』と思い

ようやく実現しました。『梅雨時季の企画おそらく雨？』

と思いつつ1週間前から天気予報が気になります。前

日も雨。インフラテックの久保さんはお子さん連れてくる

と言っていたけど我家の長男（5才）は無理かな？初体

験は気持ち良い方が好い（？）やっぱり、バイクで一人で

行こう。明日は『登山＆チョケッチ＆ツーリング！！』だぁ！�

　という事で、早朝　愛車R1-Zに学生時代から使って

いる青のDパックをくくり付け、霧島目指して走り出す。

何年ぶりかな、ツーリングするのは？前を走る車には今

朝方降った雨の雫がついている。でも、路面は完璧に

乾いている。�

　いける！タイトなコーナーも思う存分攻められるぞ！・・・

いけない。今日は初めての登山＆チョケッチ。ツーリング

はおまけヨ。�

　そうスケッチではなくチョケッチだ。大学でやたらスケ

ッチ100枚だの200枚だのと宿題を出されて以来。子供

の頃のように無心で絵をかけなくなってしまった。そうい

えばあの課題仕上げなかったから落第したんだっけ？　

登山？後にも先にも小学生の修学旅行で高千穂の峰

に登ったきり。等と思いながら、アクセルを開けて行く。

通勤バイクと化した愛車はフケが悪い。今日は思いっき

り宿便を吐き出させてやる。・・・いけない。ツーリングレ

ポ－トではなかった。制限速度厳守で安全運転。と？田

おこしも済み水がひかれた田んぼから反射した朝日が

目をさす。日曜の朝、道は空いている。遥か彼方には霧

島連山が？？？雲の中。�

　霧島のワインディングは・・・バスが邪魔！ワーッ　霧

で前が見えん！『高千穂河原は？ン！ここかな？エッ！駐車

料取るの？いつから？ウー寒ビー。カッパ　カッパ　しかし、

結構人いるナー。この雨の中登山するの？』とそんなこ

んなで初心者コース『中岳～新燃岳』をハイキング。�

　目的の新燃岳の山頂までは霧の中。ナーンも見えま

せん。それでも隊長（久保さんちのミノル君）が「スケッ

チするぞ！」とおっしゃいますので、山頂で携帯が繋がる

のに感動して、写メールしているK氏をチョケッチいたし

ました。�
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　帰りはえびの市の白鳥温泉に入ってきました。ここの

蒸しぶろ凄かったよ－。天井の低い木造で温泉の沸く

音がゴボゴボ鳴っていて、凄い湯気でした。では、久々

にリフレシュ出来た一日に感謝。次回は秋に縦走する

予定。同好会からクラブに昇格？何だか体育会系？�

　　　　　　薩摩ガラス工芸（株）　迫田　賢一�

�

AJAC                   White Gallery 

新規会員勧誘のお願い

2004年8月7日（土）－8月19日（木）�
（13・14・15日は休館）�
�
展毎年開催している、ＡＪＡＣ展�
あらゆる国籍、人種、民族、性別を問わず、現代の�
美術家の結集を計るＡＪＡＣは、各人の制作の自�
由を完全に保障し、個展の集合体としての展覧
会を行っています。各人の発表空間を確保し平
等主義を基本としながら集点主義を併用し、
"ANEW ART!"の道を切り開いています。今回は、
鹿児島在住メンバーに加えて全国の作家の作
品も一同に展示します。�
�
オープニングパーティー8月7日（土）PM6：30�
〒892-0852 鹿児島市下竜尾町25-7�
tel 099-248-3904／fax 099-247-7788�
�
協議会会員は、三坂、ますみつ、足立（奥さんの方）�
東條が参加しています。�

理事会報告にもありましたように、協議会設立時85
名だった会員が、現在69名となっています。デザイ
ン協議会の活動資金のほとんどが、会員からの会
費によってまかなわれています。協議会の紹介のリ
ーフレットが同封しましたので、新規会員の勧誘にご
協力ください。�

ホームページリニューアル
　ご要望に応えて、ホームページの一部を
修正します（8月5日より）。トップページに写
真も掲示できる「TOPIC BOARD」を追加
しました。諸々の連絡事項やイベントの告
知などに利用できます。従って従来のBBS
は会員同士で色々なテーマに関して、意見
を交換する場所にしたいと思います。詳しく
は本号添付の別紙を参照ください。�
�
　また会員のプロフィールも情報が古くな
ったり、新しい会員の方も増えましたので内
容を更新したいと思います。ご希望の方は
別紙を参照にしてFAXもしくはメールにて
久保までデータ送信をお願いいたします。�


