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総括（喜多俊之

理事長）

消費税が引き上げられた４月以降、国内景気は人手不足や円安などにより、けして景気が良いと感
じることができない年でした。家具、インテリア・テキスタイル業界の現状において、これらの産業活
性化のために、様々な活動を行ってきました。

その効果が少しずつ出始めたと感じながらも、我々はより一層、生活文化や産業経済の土壌として
の日常の暮らしの向上に注目しなければなりません。質の高い日常の暮らしは内需拡大を促し、イン
テリア産業界の活性化に欠かせない土壌であることを今一度申し上げたいと思います。

住環境産業の活性化が最大のテーマである日本の現状に、これからも取り組み続けなければなりま
せん。生活文化と産業経済の土壌、すなわち基盤となる「暮らしデザイン」によって、公益社団法人日
本インテリアデザイナー協会が、社会に果たす役割は大きく、次なる夢や希望を与える機会とならな
ければなりません。

[事業・業務]
１．本部事業
１－１

選考事業プロジェクト（岩倉榮利理事・清水忠男委員長）

JID AWARD 2015 は、本年１月 10 日から応募期間が始まり、３月 30 日に締め切りとなった。
今回は、前回同様、web 上で募集要項を公開したが、加えて印刷媒体も作成、大きなイベント
会場での配布、デザイン関連教育機関への発送等を行い、試作や提案等挑戦的デザインを対象
とする NEXTAGE 部門を新設したこともあってか、３月中旬現在の応募状況は順調であった。
インテリアプロダクトデザイン部門や NEXTAGE 部門のように現物審査・展示の対象となる作
品も多く、レベルも高くなっている。
４月からは、初期段階審査を web 上で行い、その後、絞り込まれた作品を対象に、現地・現物
審査を開始する。
１－２

総務委員会（池田和修副理事長）

（１）2014 年第 2 回定時総会及び記念セミナー＆交流会の開催
（２）日本デザイン団体協議会（D-8）との活動連携

デザイン保護研究委員会・ジャパンデザインミ

ュージアム設立研究委員会、他
（３）JID パンフレット更新、及び会員拡大 JID 活性化の推進、及び報酬基準の更新
（４）JID パートナーズ（賛助会員）情報交流会開催
（５）2015 年ニューイヤーズ・交流会開催
（６）福利厚生ベネフィットワンの契約更新
（７）その他、組織運営、新規事業に関する事項の検討
１－３

国際委員会（牧尾晴喜理事・橋本

修委員長）

IFI（International Federation of Interior Architects/Designers）国際インテリアアーキテクト/デ
ザイナー団体連合）理事に立候補

インテリアデザインに関する国際相互理解の促進と関係国際機関との協力関係構築の為に日本から
も理事候補をたてる事に協会で決定
2014 年 5 月 2 日～5 日の IFI（International Federation of Interior Architects/Designers）国際イ
ンテリアアーキテクト/デザイナー団体連合）の総会に出席し、７名の理事の一人として JID 国際委
員会の委員長、橋本修が選出された。
継続して IFI との関係を保つとともに、その他多くの国からの IFI 会員の団体からの代表者が JID
を訪問継続的に情報交換を進めた。
１－４

広報事業（櫻井良樹理事）

（１）JID web-site の管理運営実施
（２）会員情報 ID／パスワード管理
（３）JID－AWARD web-site の管理運営実施
（４）JID アワード 2015 告知と web 応募・審査アプリケーションの整備・運営
（５）各エリア公益社事業の告知・報告を web-site にて実施
（６）JID ニュース 264 号～267 号の原稿依頼・回収・編集、web-site への掲載実施
１－５

特別事業委員会（川上玲子理事・鳥井貴正委員長）

本年度 JID 特別事業プロジェクトを発足し、インテリア関連業界の活性化推進のため「インテリア
が変わる」をテーマに、企業と JID 協働企画の事業活性化プログラムの提案に取り組み、行動に移
した。事業活性化のプログラム内容は以下の通り。
（１）「新しい暮らしを考える」ライフスタイルの提示、ワークショップやイベントなど、地方店等
の活性化策
（２）「豊かな商業空間を考える」飲食、物販等店舗演出や VMD、ライティング講座等
（３）「創造性あるオフィス空間を考える」能力発揮オフィス、個性を重視したオフィス、今後のオ
フィストレンド等
（４）「公共空間を考える」
（５）「多様なホテル環境を考える」シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル等ホテルの潮
流とデザイナーズホテル等
（６）「ケア空間を考える」ケアについて、グループホーム，特養等空間と色彩効果について。
（７）「リフォーム環境を考える」住宅リフォーム啓蒙イベントやセミナー、コンテスト等
以上の視点から、企業戦略とのマッチングを図り業績拡大の礎となる計画を JID サイし、各企業
に提案した。
・（株）LIXIL シニア―ライフカンパニーと契約、からだとこころのケアデザインプロジェクト
の協力のもと事業進行中
・リビングデザインセンターOZONE をはじめ他数社と交渉進行中、尚、2015 年に事業継続

２．エリア事業
２－１

北・東日本エリア（井出昭子理事・長堀映司エリア長）

平成 26 年度、北・東日本エリア事業は、今までの活動実績をベースに社会貢献事業を継承実施、当
協会の強みである「デザインの力」を生かした企画に取り組み、成果を上げた。
「暮らしデザイン事業」では 5 つのプロジェクト全てが、独自の企画を立て事業を実施、
「エリア特
別事業」も多彩なイベントを開催した。このイベントにご協力を頂いた、会員・賛助会員・一般の

方々に謝意を申し上げます。
メンバーシップ事業に関しては、新入会員が少なく、現会員が中心に活動したが、今後多くの方の
参加を期待する。
「暮らしデザイン事業」
（長堀映司エリア長）
（１）「からだとこころのケアデザイン」プロジェクト（小林秀徳リーダー）
１）ケアデザインプロジェクトの今後を話し合うオープンミーティングを開催、事前に実施のケ
アデザインに関するアンケートと合わせ検討（10 月 28 日）
２）介護付有料老人ホーム＜アズハイム光が丘＞にて昨年ケアプロジェクトで開発した高齢者用
イス C－Chair が採用された施設見学（11 月 12 日）
３）セミナーチャリティイベント九州発「北欧展 2014 in TOKYO」でトークイベント「スウェー
デンのホスピタルアートとケアデザイン」講師：赤羽美和氏・コーディネーター清水忠男（ケ
ースギャラリー）で 12 月 3 日実施
４）介護付有料老人ホーム＜フェリオ成城＞のパブリック、住戸を 27 年 2 月 2 日見学
（２）「キッズデザインプロジェクト」（小野上勝志リーダー）
１）JID kids design workshop2015 あつまれキッズデザイナー「親子であかりをデザインしよう
平成 26 年度の活動として、次世代を担う子供達の心豊かな人間性や創造性の醸成に向け、モ
ノづくりのデザインプロセスやデザインの楽しさを体験するワークショップをリビングデザ
インセンターOZONE の企画と連動して実施
（３）「日本の意匠『温故知新』物語」プロジェクト（池田和修リーダー）
１）第六話「江戸の暮らし」都市と木の話
2014 年 9 月 26 日（金）江戸東京博物館 1 階会議室で実施、参加者 58 名、第 1 部：「江戸の
町発掘成果からみられる木の利用」講師：小林
林

克氏、パネリスト：牧

大介氏

克氏

第 2 部デザイントーク、ゲスト：小

ファシリテーター：指出一正氏で、江戸遺跡発掘の現場

から木という素材を巧みに利用した江戸時代の文化を知ることが出来た。
（４）「暮らしデザイン研究プロジェクト」
（瀬尾

清リーダー）

１）第 1 回「3D Printing」企業見学ツアー＋ミニセミナー実施 2 社、丸紅情報システムズ(株)・
(株)スリーディー・システム・ジャパンを実施（2015 年 2 月 20 日）今、期待が大きい「3D プ
リンター」の現況を知る見学会を JID が企画実施、毎回参加できる人数に（20 名程度）限り
があるため、今後も実施
（５）「デザイン職人四方山話」プロジェクト（藤本文明リーダー）
１）第 19 回デザイン職人「四方山話」テーマ「デザイン漂流記」講師：長岡貞夫氏、コーディネ
ーター：前田義寛氏で、参加者 55 名（6 月 26 日・東京松屋 4 回庭園ホール）で実施
（６）「特別事業」
」（井出昭子リーダー）
１）
「JID 賞フォーラム in TOKYO」
JID 賞フォーラム参加者：44 名で実施、第 1 部：大賞「扇屋旅館・扇屋カフェ」インテリア
スペース部門受賞作品「藤田歯科医院」それぞれのデザイナーのプレゼンテイションを実施、
第 2 部：トークセッション「今求められる、地域とともに生きるデザイン」を、コメンテー
ター：喜多俊之氏・山田節子氏・岩倉榮利氏、コーディネーター：清水忠男氏で実施
２）
「JID 賞 2014 年大賞受賞作品

扇屋旅館・扇屋カフェ」見学会

6 月 7 日（土）新潟県村上田端町を実施

３）
「北欧展 in TOKYO 2014」東日本大震災チャリティイベント、2014 年 12 月 3 日（水）～12
月 7 日（日）を実施
12 月 3 日（水）トークイベント「ホスピタルアートとケアデザイン」講師：赤羽美和氏・清
水忠男氏との対談実施
12 月 4 日（木）
1部

デザインセミナー「北欧の森・東京の森」講師：竹本吉照氏

2 部「森とつながる家具」講師：大島正幸氏で実施
3 部トークセッション「木と暮らし」そして未来へ

対談

講師：竹本吉照氏・大島正幸氏・

石川 尚氏で実施
12 月 6 日（土）フィンランド映画「365 日のシンプルライフ」上映
12 月 7 日（日）エルボチェアー「ミニチェアー・北欧の名作椅子をつくろう」講師：石川

尚

氏で実施
（７）メンバーシップ事業（小野上勝志事業長）
１）東日本エリア運営を図る（長堀映司エリア長・小野上勝志副エリア長・冨田恵子副エリア長）
第 2 回エリア年次会議 2014 年 5 月 30 日開催、管理に関するエリア運営・会員相互の情報交
流・を各プロジェクトで開催
２）新入会サポートサロン会「デザイナーズキッチン」プロジェクト（小林雄二リーダー）
第 1 回サロン会「会員サポートサロン会」7 月 15 日（火）開催（CLUB ESTA ショールーム）
第 2 回サロン会」
「気軽に何でも語ろう会」福生市熊川一番町石川酒造で実施
（８）広報事業（櫻井良樹事業長）
１）JID web site の管理運営実施
２）会員情報 ID／パスワード管理
３）公益事業記録撮影の実施「キッズデザイン」
「温故知新」「四方山話」
４）JID ニュース 264 号～267 号の原稿依頼・回収・入稿・記録写真提供の実

２－２

中日本エリア（木辺智子理事・杉崎晃久エリア長）

（１）総務・組織委員会（中島健視委員長）
１）平成２６年度中日本エリア年次会議開催

三重県伊勢市

フランス料理ボンヴィヴァンにて

6 月 14 日実施
２）役員会・定例会議の開催実施

国際デザインセンター共同会議室/他にて

３）会員の情報把握と会員への周知
（２）国際・交流委員会（宮地敦子委員長）
１）中部デザイン団体協議会

総会・理事会・委員会他各事業参加

２）中部インテリアデザイン連絡会定例会出席（隔月 6 回）
３）中部インテリアデザイン連絡会関連新年互例会参加
４）インテリア産業協会中部支部セミナー・懇親会参加
（３）広報委員会（丹羽浩之委員長）
１）ＪＩＤnews 原稿出稿およびＨＰ掲載
２）ホームページ更新・メール通信等の整備
（４）事業委員会（森 勝利委員長）

１）インテリアデザインアワード 2014（JID 賞巡回展）
（10 月 3 日）
２）JID パートナーズと ACT と一緒にセミナー＆忘年会（12 月 12 日）
セミナー＆交流パーティー（2 月 20 日）

３）住友林業クレスト(株)特別事業
４）JID 中日本学生賞

授与

（５）北陸委員会（田村元宏委員長）
（６）26 年度

共催・後援事業

１）中部デザイン団体協議会各事業委員会の事業活動
２）中部インテリアデザイン連絡会事業協力
新年互礼会・リレーセミナー開催

２－３

第 14 回（4 月 25 日）第 15 回（10 月 10 日）

西日本エリア（牧尾晴喜理事・酒井コウジエリア長）
運営委員会：6 回

（１）総務委員会（景山隆司委員長）
6 月 14 日（土）
、柏木工ショールームに於

１）西日本エリア年次会議

記念シンポジウム 基調講演：喜多俊之理事長、トークショー(奥和田健、藤原次郎、古市伸
子)及び交流会
２）２６/２７年度西日本エリア役員選挙

１２月５日事務局（大阪デザインセンター）

（２）LIVING＆DESIGN 連動プロジェクト（安藤眞代委員長）＆特別委員会
１）総務委員会（副エリア長

景山隆司）

ISU-TEN （公募展）10 月 11(土)～17 日(金)、サンワカンパニー大阪ショウルームに於
２）国際委員会（担当副エリア長
ISU-TEN キックオフ

古市伸子）

トークイベント＆パーティ

10 月 12 日（日）15:00～19:50、サンワ

カンパニー大阪ショウルームに於
パネリスト：小宮容一（芦屋大学名誉教授）
賀來寿史（木工家/家具町 LAB/木の工房 KAKU）
石川安江（リサブレア代表/IFDA 日本支部）
スペシャルゲスト：

Claudio Pantana(architect、From Milano)

ファシリテーター：鬼田勲(JID WEST プロジェクト統括/鬼田デザイン研究所)
（３）特別事業委員会

委員長：安藤眞代

１）キッチントップ＆ルームインスタレーション
10 月 11(土)～17 日(金)、サンワカンパニー大阪ショウルームに於
テーマ：「おもてなしスタイル」
テーブルコーディネート担当
金谷勉（(有)セメントプロデュース代表取締役）
戸口明美（ラヴィ オ

ジャポン代表）

方原伸倖（ノブユキデザインオフィス代表）
２）JID WEST 女性会員によるテーブルトップ＆ルームインスタレーション
テーマ：「おもてなしの空間とスタイル」
参加デザイナー
安藤眞代（studioMa 代表）

井ノ阪智恵（デザインオフィス eclat 代表）
金沢ちかこ（Ia-chic design room）
古市伸子(NOBUKO FURUICHI INTERIORS Ltd.代表)
（４）LIVING＆DESIGN 連動プロジェクト委員会＆中四国委員会
委員長：安藤眞代、委員長：大野晃貴彦
サテライト

スタジオ

デザイントークショー

10 月 16 日（木）18:00〜21:00

J-ホームスタイル大阪に於

ゲストパネリスト：
金谷勉

(有)セメントプロデュース代表取締役

久田カズオ

９(株) /クリエイティブディレクター代表取締役

小川貴一郎

積水ハウス(株) プランニングアドバイザー/ barracks* 代表

玉井恵里子（JID 会員/タピエスタイル代表）
ファシリテーター：
（５）JID ACT Kansai

牧尾晴喜

JID 理事/建築翻訳家/スタジオ OJMM 代表

担当：来海素存

デザイン団体３団体共催 関西デザイン学生シンポジウム 2014「おもてなしのデザイン」
＆ISU-TEN

クロージング合同パーティ

日時：10 月 17 日（木）18:00〜21:00

サンワカンパニー大阪ショウルームに於

パネリスト「JID ACT」 行吉学園 神戸女子大学 家政学部 家政学科 住空間コース 3 回生
岡田彩花/斎藤由衣/浜田英里/牧本かなえ/松本衣里/田中翠
「Team JCD」
大阪モード学園

インテリアデザイン学科

家田達也/王英里奈/小野銀之/神村拓人/谷口拓也/平野翔太/黄翊芸/牧野晃帆/丸本睦弓/賴廷
「JIDA

Junior」

大阪芸術大学デザイン学科プロダクトデザインコース 阿武 広希/徳澤

瞳/森本 晴香/ 神戸

芸術工科大学プロダクトデザイン学科 大崎 温子/池上郁弥
コメンテーター
JID 理事/建築翻訳家/スタジオ OJMM 代表
JIC 理事/JA/laboratory 代表

牧尾晴喜

東潤一郎

JIDA 理事/（有）インターデザイン研究所

上田幸和

ファシリテーター
玉井恵里子（JID 会員／タピエスタイル代表）
（６）Active 委員会（鈴木儀雄委員長）
１） キッズデザイン親子でつくるわたしのあかり(大阪市住まい情報センタータイアップ事業)
大阪市立住まい情報センターに於

2 月 2 日(土)13:30～16:30

（７）西日本エリア Active 委員会担当（主催：（公社）日本インテリアデザイナー協会）
JID 賞

受賞作品見学会（賞塩野義製薬

医薬研究センターSPRC４）

平成 26 年 6 月 19 日（木）
（８）その他
USD-O（大阪デザイン団体連合）理事会等会議出席：外渉担当：鬼田勲
４団体共催

空間デザイン系の

「日本の空間デザイン展 2014」11 月末日～、サンワカンパニー大阪ショウルー

ムに於
（９）LIVING＆DESIGN 連動プロジェクト委員会＆中四国委員会
特別事業委員会

委員長：安藤眞代、委員長：大野晃貴彦、酒井コウジ

「暮らしの Hint & Idea 展」
2 月 28 日(土)、3 月 1 日(日)

11:00～18:45、サンワカンパニー大阪ショウルームに於

開催内容
委員長：安藤眞代
Installation／インスタレーション
Decoration／デコレーション
Furniture & Isu-ten／名作家具＆椅子
Material and upcycle／端財＆アップサイクル
Seminar and Talk show／セミナー＆シンポジウム
Byoubu、Washi、Interior product、 Consultation meeting／屏風、和紙素材,インテリア雑貨、
リノベーション相談会
委員長：大野晃貴彦
セミナー＆端財デザインシンポジウム

２－４

南日本エリア（飯田一博理事・江島太士エリア長）

（１）公益目的事業（小野和徳事業部長）
１） 九州産業大学オープンセミナー2014「住まいとインテリア」への参加
講演会：島崎

信（名誉会員）
「椅子のある暮らしと生活デザイン」

２） 九州産業大学にて第 10 回「学生インテリアデザインコンテスト」
キャンパス内・外（初）の展示
（２）共益目的事業（佐藤栄次事業部長）

１）「九州インテリアデザイン展」
賛助会員とのコラボで方向性の相互確認からアイデアスケッチ、検討会と進行中
（３） 総務委員会（川崎泰秀委員長）財務委員会（菅原聖子委員長）
１）南日本エリア 2014 年次会議・および例会、会員賛助会員・その他の親睦会の交流
２）事業運営委員会・総務委員会の開催 4 回
（４） 広報委員会（荒川政勝委員長）
１）JID ニュース各号「南日本エリア」ページの企画、執筆、編集に協力

３

事務局（峰尾 武事務局長）

（１）本部・各エリア事業活動と財務運営の把握と管理及び公益法人会計処理
（２）会員・所轄官庁・関連団体・及び関連業界と一般等、内外の負託に対応
（３）総会理事会主要会議の立案、準備、処理
（４）データベース化の推進とデータの提供及び制作物の頒布
（５）各種頒布物の販売
（６）各エリア事務局との連携による事務全般処理に対応

