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会員ならびに構成員の皆様におかれましては、
平素より当連合会にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

新理事長のご挨拶 16

去る5月21日に開催された第41回
（社）
日本ディスプレイ業団体連合会通常総会及び理事会において、
乃村
前会長の後任として会長職の大役を仰せつかりました。
歴代会長に及ばぬところ多々あろうかと思いますが、
当

新規加入構成員の紹介 17

連合会の発展にむけて精一杯の努力を重ねる所存でありますので何卒ご支援をよろしくお願い申し上げます。
さて、振り返りますところ10年前の1999年、
この年が平成大不況の底と言われている年でありますが、加藤

連合会のおもなうごき 18

前々会長はこの1999年に会長に就任され、
当連合会始まって以来のたいへんな苦境の中、
粉骨砕身のご努力
を続けられ3期6年間をお務めになられるとともに本当に厳しい時代を乗り切られました。
そして2005年「愛・地球

編集サロン 19

博」の開催の年に乃村前会長が会長に就任され、
加藤前々会長が進めてこられた当連合会の基盤整備と強
化を引き継がれるとともに、
新しい指針に基づいた新しい事業の立ち上げを強力なパワーで推進され2期4年間
すばらしい功績を積み上げられました。
いわば平成大不況以後、加藤前々会長が地固めをされ、乃村前会長
が耕しつつ苗の植え付けをされ、
そしてその苗を手入れしつつ成長させるのが私の役目であると心して、
当連
合会の運営に努めたいと思います。
また乃村前会長から引き継ぐべき大きな方向性が２つあります。
１つは「ディスプレイ業のパワーアップ」、
もう１
つは「ディスプレイ業はものづくりを基本としたコミュニケーション産業である」で、
当連合会の方針また業界の進
むべき方向としては現在最も時代に適したものであろうと思います。
これらの方向性を当連合会の全ての活動
の基本として、
刻々と変化する環境に対応しつつ当連合会の充実、
発展に尽力してまいります。
特に本年度については、
公益法人制度改革に伴う公益法人認定申請準備という大きな課題に直面しており
ます。すでに2年前から公益法人制度改革検討委員会が当連合会に設置され検討が重ねられてきましたが、
当連合会の将来のあり方や姿そしてその骨格を熟慮し決定するというたいへん大きな意思決定を行わなくて
はならない時期となりました。
これ迄より機会を見て公益法人制度改革委員会の中間報告はさせていただいて
おりますが、
いよいよ山場にさしかかり、
皆様のご理解とご同意のもと１つ１つ手順を踏みつつ進めさせていただ
きたいと思います。最後になりましたが、
皆様のご健勝をお祈りするとともに、
尚一層のご支援ご鞭撻をお願い申
し上げます。
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岐阜県イベントディスプレイ業協同組合

表紙の説明
アカトンボ
専門的に分類すると細かくなるが、体色の赤いトンボを総称して
いう。夏の終わりころ、夕焼けの野原をアカトンボが飛び交うイ
メージが浮かんでくるが、これは昭和初期の童謡「赤蜻蛉」（三
木露風・作詩、山田耕筰・作曲）の影響だろう。「夕焼け小焼け
の赤とんぼ、負われて見たのはいつの日か」。ちなみに「小焼け」
の意味については諸説あるが、「日没直後、暗くなる前の淡い夕
焼け」という解釈が叙情的な印象があっていい。

平成21〜22年度

副会長就任にあたって

委員会委員長、抱負を語る！

ディスプレイ振興委員会
委員長

渡辺

国際委員会

勝

本年度より
「年賞・年鑑委員会」の名称が「ディスプレイ振興委
員会」
と新たに変わり、
その委員長を担当させていただくことにな
りました。
この委員会の役割は、
ディスプレイ産業賞を選考し、
『 年鑑日本

委員長

清水

卓治

前期に引き続き国際委員長を仰せつかりました。
昨年度は、
日デ連では、急成長する隣国中国の上海市を訪
れ、
変貌し、
都市化する市内や、
博覧会会場の事前視察を行い、
中国に対する認識をあらたにしたところであります。

社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会

社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会

社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会

副会長 渕田 俊郎
（西日本地区委員会委員長）

副会長 山本 忠之
（中日本地区委員会委員長）

副会長 田口 徳久
（東日本地区委員会委員長）

私は日本ディスプレイ業団体連合会に加入
させて頂き18年になります。
その間めまぐるしく世の中が変動致しまし
た。長期に亘り日本ディスプレイ業団体連合会
の色々な行事に参加させていただき、
又お役を

第41回通常総会の役員改選にて、浜田会

この度、
日本ディスプレイ業団体連合会にお

長より副会長並びに中日本地区委員長のご指

いて副会長を仰せつかりました、
株式会社 博

名を受け任務の重要さに身の引き締まる思い

展の田口徳久と申します。
また、
同時に連合会

であります。
重要事業であります「地域活性化への援

内にて「会員・構成員増強検討委員会」の委
員長を拝命し、
微力ではありますが浜田会長を

上海博覧会には、
明年、
６月と９月に日デ連としての視察団を計

いただき大変勉強をする事が出来、感謝致し

助・会員構成員の増強・関係関連団体機関連

サポートしていきたいと考えております。
どうぞよ

領域の社団４法人（DDA・JCD・SDA・NDF）
の働きかけによって

画しております。
７０００万人という動員計画なので、
かなりの混雑

ております。
この度、浜田会長より思い掛けなく

携強化・公益法人制度改革への対応」など

ろしくお願いいたします。

２００５年に発足した運動体の「空間デザイン機構」でのKU／

が予想されます。
日本館、
中国館などの予約入場を確保して内容

副会長のご指名を賜り、
身の引き締まる思いで

「ディスプレイ業界のパワーアップ」の方針を実

さて、先だって5月21日に開催された第41回

現すべく、努力を重ねる所存であります。更に

通常総会にて、
日デ連の平成21年度事業計画

KAN賞のサポートをも担っています。

ある視察会といたしたく、
皆様のご予定をお願い申し上げます。

の空間デザイン』
を刊行することです。
この企画は、
空間デザイン

さらなる役割としては「空間デザイン機構」
との窓口を担当し、
その活動を分かり易く見える形にしたコミュニケーション機会を増
やし、皆様と一般社会への情報共有化を目標に、支援してまいり
ます。

ございます。

各単組の要望、活動の情報交換と各企業間

が承認されました。
その中には、
一昨年来の方

ところで、本年度は、
中国の経済発展に即応して、興隆するア

織再編、
グローバル化等進化をして参りまし

の交流、
次代を担う青年部交流を深めるなど、

針である
「ディスプレイ業界のパワーアップ」
を

ジア諸国の動き方をウオッチすべく、
シンガポールに日デ連代表団

た。
そのような中で、浜田会長は「ディスプレイ

日デ連各単組の企画する催事に積極的に参

踏襲し、業界の全国的な底上げを実行してい

業界のパワーアップ」を基盤に、今年度の4つ

加し、
みずからメリットを取得していただくことを

くという内容が盛り込まれています。
米国に端を

の主要事業を掲げられ、
ディスプレイ業界がさ

切望します。

発した世界的な経済の混乱をうけて、
業界にも

を派遣いたしました。
偶々、
シンガポール観光局、展示コンベンション等の施設会場、

近年、急速な経済環境の変化で業界の組

まざまなジャンルで、色々な地域で業界の啓

微力ながら一生懸命取組みますので、皆様

大きな波紋が広がっていますが、今こそ、
この
「業界のパワーアップ」
を実現すべく、
団結した

また、
この6月に行なわれた本年度の「ディスプレイ産業賞２００

展示サポート企業、運送業、
ホテルレストラン業などを網羅した

蒙、
事業の活性化に取組まれています。
そこで

方のご支援ご指導のほど宜しく御願い致しま

９」の審査委員会では、
豊口審査委員長、
城福経済産業省参事

SACEOS協会の結成30周年記念式典が、
７月31日におこなわれ

私共も会長方針に添って力一杯努力をして参

す。

ました。

りたいと思います。現在、
西地区は未組織地域

み出すためにも、会員・構成員増強にむけて、

が多くあり、今年はその地域の入会活動に力

委員会活動に力を注いで参る所存です。

官、浜田日デ連会長他4名の皆様と共に、時代が求めているダイ
レクト
・コミュニケーションである“心触れ合う場”を生み出す空間デ

この機会に、
日本の業界を代表して、浜田会長以下国際委員

ザインの創造力、
技術力に秀でた数々の魅力ある作品の中から、

会、
渉外委員会有志７名にて出席し、
アジアのコンベンション、
イベ

ディスプレイ産業大賞をはじめ各賞を選出いたしました。

ント事情などについて意見交換、取引のルールや安全性その他

経済環境の依然厳しい状況の下、皆様からは、
それぞれ培っ
てきたノウハウや経験を生かした作品や、
時代を刺激する斬新な
優秀作品を多数出品いただいたことに、
あらためて感謝申し上
げます。
今後とも、
ディスプレイ産業振興のため、年賞事業及び年鑑刊

について、情報交換や交流の場を積み重ね、今後にむけて継続
的な関係の確立を行いました。

に少しでも貢献できればと思います。
どうぞご支援とご協力をよろしくお願い申し
上げます。

かの松下幸之助氏は、
『 順境よし、逆境さら
によし』
という言葉を残しています。すぐれた知
恵や新しいアイデアは厳しい試練の中から生
まれることが多い。
逆境は飛躍発展の鍵である
と、氏は続けていますが、今まさに、私はこの言
葉を噛みしめています。

ちなみに、世界各国では、不況脱出の目玉として、展示会場の

突然訪れた未曽有の不況に活力を奪われ

増設による内需拡大を目指している国が多いと聞きます。
シンガポ

ることないよう、弊社では、
まず「どこに行っても

ールの場合は、
カジノ・ホテル・コンベンションですが、
わが国の場

行へ向け、
皆様方から多くの出品参加の御協力をお願いすると共

合も世界的潮流に取り残されないよう、
日デ連としての発言力アッ

に、
年鑑をご活用の上ディスプレイをはじめとする空間デザインの

プが必要であります。

魅力を社会へアピールしていただきたく、
重ねてお願いいたします。

を入れ日本ディスプレイ業団体連合会の発展

力が必要だと考えております。大きな一歩を踏

明るい挨拶をしよう」
と社員に呼び掛けていま
す。
一人ひとりの挨拶が、
いずれ、
未来を照らす
大きな力となるように思えてならないからです。
まだまだ見えづらい景気の回復を心待ちに
するのではなく、未来の予想はできませんが、
明るい未来を作るのは、
自分達のこれからの行
動だと信じ、連合会の活動においても、少しで
も貢献できるよう、取り組んでいきたいと思いま
す。皆様におかれましても、積極的なご参加を
どうぞよろしくお願いいたします。
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委員会委員長、抱負を語る！

広報委員会
委員長

永田智之

この度、第41回通常総会において理事なら
びに広報委員長という大役を仰せつかりまし

教育研修委員会
委員長

総務・財務委員会

奥下雄康

乃村前会長の下、
教育研修委員会を担当さ
せて頂いて早や４年が過ぎました。

委員会委員長、抱負を語る！

委員長

渉外委員会

後藤良博

この度、委員長を仰せつかりました。浜田会
長の下、
心新たに業務に取り組む所存です。

委員長

と聞きます渉外委員会の委員長として今期も務めさせて頂きます。

はありますが、
全国各地において、
財政破綻した行政もあり、
その

法人としてどういう性格の下、活動していく

れた田口前広報委員長の後を引き継ぎ、大変

れてこそ、連合会を支える構成員の基盤が成

のかを皆様の議論を経て結論をいただき、
やり

歴史のある連合会に、
まだまだ若輩の身では

り立つとの会長の思想を踏まえ、
活動を進めて

たい事・やってさしあげたい事・やらねばならな

たしましたが、
今振り返ってどれもこれもそれぞれ大切な役目であ

ありますが少しでも貢献できるよう微力ながら

まいりました。

い事等を整理し、
限られた予算を有効に・効率

り決して間違っていない事柄であると確信しています。

お願い申し上げます。

現場担当者の方々に「職長・安全衛生責任

的に分配していけたらと思っています。
平成21年5月21日の第41回通常総会にて承

当時新設されるにあたって機関誌NDに活動目標など記載い

あらためて新体制となり“現状からの脱却”が日デ連の目指す
将来であるとき、渉外委員会にもとめられることとは、
ただ大上段

さて、
広報委員会では機関誌「ＮＤ」や全国

者」資格を取得して頂こうと、委員会メンバー

構成員の会員名簿の発刊、更新、
またホーム

一同、
自らの単組を始め、
なるべく構成員を多く

・地域活性化への援助

に構えて原則を掲げることも然ることながら日常のコミュニケーショ

ページの充実化などをテーマにしております

抱える単組を中心に資格取得講習会を開催さ

・会員、
構成員の増強

ンを補完することも大きな役割として付与されています。

が、
数社より選出いただいております専門委員

せて頂き、
現時点では約8００名を超える皆さん

・関係・関連団体及び機関との紐帯強化

の方々のご尽力により、
最前線である現場に近

に資格を取得して頂きました。

・公益法人制度改革への対応

いところの様子を全国の会員、構成員企業様

また、昨年から
「職長資格」
を取得して頂い

にお届けすることを目的としており、
一方では対

た方々には、元請の立場として種々の工事業

外的にディスプレイ業界のさらなる認知度、地

者を取りまとめる際に必要な「統括安全衛生

認されました主要事業は、
次の通りです。

これらに加え、
継続事業の深耕を図ってまい

橋川寛治

「地方の時代」
と言われてから、
久しく年月が経っている我国で

この間、仕事現場の「安全衛生」が確立さ

何はともあれ、少しでも多くの構成員企業の

委員長

昨期、
当時浜田副会長の強い要望で、
期待を込めて新設された

た永田智之でございます。数々の功績を残さ

精一杯努めさせて頂きますので、
どうぞよろしく

地域活性化委員会

土井啓実

連合会の決議事項は総会、理事会であり各委員会で協議検
討されます。
そしてそれらの議案が俎上に乗るまでに多方面から

前途は、
多難であると言わざるを得ません。
国は、地域の活性化（特に中心市街地）
に向け色々な政策を
打ち出していますが、都会と地方の格差は広がっているのが現
状です。閉塞感が漂った住民の多くは、将来の夢や希望を失い
つつあります。
私達ディスプレイ業は、集客産業であると共に、種々様々な業
種が力を合わせて空間を演出・創造し、
お客様や参加者の心に
インパクトや感動を与え、
その仕事を通じて社会に貢献していか
ねばなりません。

の雑多な要望や複雑な相互の関係を確認認識することが求め

当委員会は、
本年で３年目を迎えます。

新会長はもとより、専務理事・事務局のご指

られています。
ニュートラルにして包括的な見地から状況の把握

２年前は、
若手イノベーターとしてご活躍の秋元祥治氏をお迎

ります。

位の向上を目指しアピールをしていくことも大き

責任者」資格を取得して頂くべく活動を開始

導を仰ぎ、各委員会の活動が円滑に進められ

と情報の収集をし、
整備することを担うのがこの委員会の１つ目の

えし「活性化とは何か？」
と題して、名古屋において、
中日本地区

な目的の一つであります。
ネット社会が著しい

いたしました。

たらと、
念願するものです。

役目であります。

の青年部や若手社員の方々にご参加頂き、
地域の活性化の切り

発展を遂げ、多様化するメディアの中にあって

こうした中、安全思想への関心が高まり、近

ただ所詮博多からの活動です。足を引っ張

も、
ディスプレイの世界は、
実際に見て、
触れて、

年は展示会やイベント関連主体の構成員企業

ることなく皆様のご協力にすがり、
ご支援をい

聞いてなどといった五感に直接訴えることので

の方々が多く受講されるようになりました。
これ

ただくことを、
心よりお願い申し上げます。

きる他にはない強みを持っています。
それだけ
に当業界の存在意義は大きく、人の心を豊か
にでき、社会に対して大きな影響力を示すこと

前の対策や考え方の大切さが理解され、
企業

ができるような素晴らしい業種であり、
さらなる

としての責任の重要性への認識の現われと受

発展や広がりを追い求めて行かなければなり

け止めております。

ません。

そして昨年は、仙台デ協との共催で、空間メディアプロデュー

も、
資格が必要だからということではなく、
どのよ

めの説法役として行動することと理解しております。各単組と各

サーの平野暁臣氏の基調講演と地元商店街の方、
そして経産

うな「現場」であっても事故や災害を起こす以

委員会、
はたまた日デ連以外の諸団体との関わりあいと相互の調

省の代表者を交えてのシンポジウムを
「横丁進化論」
と題し、
地元

整など。緩衝材であったり接着剤であったりするところを求められ

若手クリエーター及び学生等、
一般参加者を交え、
大盛況に終え

ているのでしょう。

る事ができました。

さらには、厳しい経済情勢の下ですが地球

また、
私たちのものづくりは造作などのハード

温暖化対策への企業努力も求められ始めてき
ております。今後安全衛生はもとより、委員会と

ような空間、空気などの環境やモノを「創って

してはＣＯ２の削減に向けて環境省が勧める

いる」ソフト面も大きな要素として持っていま

「エコアクション21」プログラムに取り組むことも

す。それだけに多種多様な人たちが集まって

業界の基盤づくりの一環として求められると考

いる魅力ある業界でもあります。
こういったこと

えております。

て歴史を受け継ぎながらも、新たな一面を加え

口を模索致しました。

なく、
Heart to heart、
口伝でその真意を親切に適切に伝えるた

面だけではなく、
ワクワクするような、楽しくなる

を広く皆様にお伝えできるよう広報委員長とし

２つ目はそれら決議された事項を議事録と広報だけの伝達で

その効果は大いに期待されど成果品のない委員会であるかも
知れません。宜しくご理解の上、
ご支援ください。

本年は、西日本地区（九州地区）
において、
３回目の地域活性
化事業を計画し、
準備を進めております。
多数のご参加・ご協力をよろしくお願い申し上げ、委員長就任
の挨拶と致します。

今後とも当委員会に対するご理解とご支援
をより一層お願いする次第です。

て業界、
日デ連の発展の一助となりますよう精
進してまいる所存でございますので、
どうぞこ
れからもご指導、
ご鞭撻いただきます様よろしく
お願い申し上げます。
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ディスプレイ産業特別賞
（日本経済新聞社賞）

ディスプレイ
産業優秀賞

（経済産業省商務情報政策局長賞）

ディスプレイ
産業大賞

（経済産業大臣賞）

作品名

かごしま環境未来館
鹿児島市

クライアント
プロダクション
（企画・設計）

株式会社乃村工藝社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社乃村工藝社

作品名

○機能の積み重ねが輝いてみえる

池袋メトロポリタンプラザ環境リニューアル計画
クライアント

ディスプレイ産業の世界でも、時代の風潮や考えかたが明らかに

池袋ターミナル株式会社

プロダクション
（企画・設計）

株式会社丹青社・株式会社耕建築設計事務所

プロダクション
（製作・施工）

株式会社大林組・株式会社丹青社

ディスプレイ
産業賞
2009入賞
読みとれる。今年の作品の多くには、
大きなプロジェクトが終わったあ

博覧会・展示施設部門
シチズン スタンド バーゼルワールド２００９
作品名

クライアント

ディスプレイ産業奨励賞

との調整の静けさが流れていた。
はてしなく広がるディスプレイ産業の領域。
その多くの成果の下から、

シチズン時計株式会社

プロダクション
（企画・設計）

株式会社ジェイアール東日本企画

プロダクション
（製作・施工）

株式会社ジェイアール東日本企画

新しい芽がたくましく成長し始めている期待への息吹が感じられた。
ディスプレイ産業とは何ですか？との問いかけが今年も交される。
社会や企業の考えなり思想を、作品を通していかに正確に相手に
伝えることが出来るか。
その技術と演出そのものがディスプレイ産業

（日本ディスプレイ業団体連合会賞）

東日本地区

だといえる。
その世界を、社会的に欠かせない重要な機能（トータル
コミュニケーション）
として応え得るかが、産業界に強く期待されてい
ることを忘れてはなるまい。
すぐれた作品は多かったが、最終的にはA‐061、A‐174、A‐193、
作品名

C‐026、
F‐029、
G‐063が残り、
議論の対象になった。

国際物流総合展2008 日産ブース
クライアント

その中から、
審査員の心を捕らえたC‐026、
F‐029、
G‐063の三作品

日産自動車株式会社

プロダクション
（企画・設計）

Katayama DESIGN STUDIO
TBWA HAKUHODO

プロダクション
（製作・施工）

株式会社白水社

にしぼられ議論が進められた。
この三作品に共通して云えることは、環境を軸にした社会への提
案性の高い作品だということである。
作品名

ディスプレイ産業界が、全地球規模で取り組まなければならない

第１９回国際文具・紙製品展 デザインフィル ブース
クライアント

課題に、
足を踏み出したという強いメッセージがそこにある。

株式会社デザインフィル

プロダクション
（企画・設計）

エイブルビーン有限会社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社広伸社

中でもC‐026は将来の地球を背負ってゆく子供達。
その若い世代
に、
さまざまな手法や技術を通して、
時間系を意識しながら訴えつづ
けてゆく空間環境装置。常に呼吸をつづけ、
メッセージを送りつづけ
る装置空間ディスプレイの考え方は、新しい時代を象徴的にまとめ
上げた作品として高い評価を受け、本年度のグランプリに輝くことに
なった。

作品名

審査委員長

横浜みなと博物館
クライアント
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横浜市港湾局

プロダクション
（企画・設計）

株式会社計画・環境建築

プロダクション
（製作・施工）

株式会社日展

ディスプレイ産業賞2009審査経過

作品名

作品名

松屋銀座〈Happy 2009／春の予感〉

レジャーホテルフェア２００８東京マツシマブース

クライアント
プロダクション
（企画・設計）
プロダクション
（製作・施工）

豊口 協

株式会社松屋

クライアント

株式会社東京マツシマ

株式会社シービーケー

プロダクション
（企画・設計）

株式会社フジヤ

株式会社ノムラデュオ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社フジヤ

「ディスプレイ産業賞」
は、
ディスプレイデザインが優秀であることに加えて、
ディス
プレイ産業の振興に寄与すると認められる作品を表彰対象として、1982年から毎年
度継続実施してまいりました。本年度ノミネートされた作品は、応募数853点につい
て
「ディスプレイデザイン賞2009」の審査を経た、
「ディスプレイ産業大賞」の候補作
品25点および「ディスプレイ産業奨励賞」の候補作品161点
（東日本地区124点・
中日本地区18点・西日本地区19点）
でした。
審査委員会は、
平成21年６月26日
（金）
東京「乃村工藝社」
で行われました。審査
は、対象作品を審査委員より選定順位をつけて記名投票し、集計した得票数に基づ
いて各委員が熱心に選定意見を述べ、審査委員長が調整を重ねられた結果、
「ディ
スプレイ産業大賞
（経済産業大臣賞）」
１点、
「ディスプレイ産業優秀賞
（経済産業
省商務情報政策局長賞）
」
３点、
「ディスプレイ産業特別賞
（日本経済新聞社賞）
」
１
点、
「ディスプレイ産業奨励賞
（日本ディスプレイ業団体連合会賞）」15点が決定さ
れました。
（社）
日本ディスプレイ業団体連合会 ディスプレイ振興委員会委員長
渡辺 勝

審査委員
城福健陽
（経済産業省商務情報政策局参事官）
豊口 協
（長岡造形大学理事長／審査委員長）
橋爪紳也
（大阪府立大学21世紀科学研究機構教授）
三木明博
（株式会社文化放送代表取締役）
山田昌之
（社団法人日本ディスプレイデザイン協会会長）
浜田 晋
（社団法人日本ディスプレイ業団体連合会会長）
渡辺 勝
（社団法人日本ディスプレイ業団体連合会
ディスプレイ振興委員会委員長）
（順不同・敬称略）
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作品名

食事処

源助
株式会社のとや

クライアント
プロダクション
（企画・設計）

株式会社シェルフ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社サンテンコーポレーション

プロダクション
（ライティングデザイン）

作品名

「絆」
「出会う」
「結ぶ」
「伝える」
「つなぐ」
「届く」
「響き合う」
クライアント

大光電機株式会社

株式会社資生堂

プロダクション
（企画・設計）

株式会社資生堂

プロダクション
（製作・施工）

有限会社現代工房

作品名

金沢と環境デザイン−まちづくりと共に歩むデザイン−
クライアント

金沢市

プロダクション
（企画・設計）

金沢２１世紀美術館・金沢美術工芸大学 環境デザイン専攻

プロダクション
（製作・施工）

ヨシダ宣伝株式会社・ナカダ株式会社
作品名

番屋

西日本地区

クライアント

作品名

宅新開発株式会社

プロダクション
（企画・設計）

有限会社フィルデザイン

プロダクション
（製作・施工）

株式会社日活スペースデザイン

シュウ ウエムラ展−25年目の開放−
クライアント

シュウ ウエムラ

プロダクション
（企画・設計）

株式会社ラップネット
・有限会社パラスタイル・吉田貴子デザインスタジオ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社つむら工芸

作品名

PATRICK
クライアント

プロダクション
（製作・施工）

株式会社シナト

プロダクション
（製作・施工）

ジーク株式会社

Ｈarumi Candle X'mas 2008

第27回JAPANTEX２００８ インテリアトレンドショー “トーソーブース”
プロダクション
（企画・設計）

プロダクション
（企画・設計）

作品名

作品名

クライアント

COX

ＢＬＢＧ株式会社

クライアント

トーソー株式会社

東京港埠頭株式会社

有限会社オフィス フォー・ユー

プロダクション
（企画・設計）

株式会社博展・有限会社ＥＬＤＮＡＣＳ

株式会社第一広房

プロダクション
（製作・施工）

株式会社博展・有限会社ＥＬＤＮＡＣＳ

作品名

都電荒川線 環境演出計画

作品名

クライアント

関西電力南港発電所 エル・シティ館
クライアント

関西電力株式会社

プロダクション
（企画・設計）

・ケイ・株式会社トータルメディア開発研究所
株式会社アサツー ディ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社アイ・ワン

財団法人東京都交通局協力会

プロダクション
（企画・設計）

株式会社ムラヤマ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社ムラヤマ

中日本地区
作品名

作品名

ayaka LIVE TOUR 2008
クライアント
プロダクション
（企画・設計）
プロダクション
（製作・施工）

9

株式会社ケン企画

“Sing to the Sky”

Bishu Textile Exhibition 2008
クライアント

財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター

ｓｐｒ
ａｙ

プロダクション
（企画・設計）

株式会社ウルム空環意匠

日本ステージ株式会社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社山栄工芸

8
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地区審査会入選作品
西日本地区審査会

国際粉体工業展 東京2008「真鍋工業株式会社ブース」
㈱サンケイビルテクノ

神戸モザイク ブルーツリー コーラル
㈱ウエムラ

JIMTOF2008 第24回日本国際工作機械見本市
“シチズン、
ミヤノブース”
サクラインターナショナル㈱

第13回「震災対策技術展／自然災害対策技術展」横浜
“ミドリ安全ブース”
サクラインターナショナル㈱

中日本地区審査会

東日本地区審査会

エコプロダクツ2008 新日本製鐵ブース
㈱博展

HAIR MAKE airy
㈱サンテン・コーポレーション

JAPAN SHOP 2009 株式会社ニップコーポレーション ブース
㈱アートフリーク

ジャパンゴルフフェア2009 ノムラゴルフプロジェクト ブース
㈱中央工芸

株式会社東京精密 Metrology Center
㈱デコラート

赤から 東刈谷店 内装工事
㈱中日スタヂオ

100％ design tokyo リフォジュール株式会社 ブース
㈱アートフリーク

人とくるまのテクノロジー展2008トヨタ紡織ブース
㈱大和工芸

UP LAB@B2
㈱博展
Inter BEE 2008 朋栄
㈱ジゴワット

東京マラソン2009 SEIKO ブース
㈱シミズオクト
第38回店舗総合見本市 JAPAN SHOP 2009 株式会社ワーロン ブース特別装飾
㈱カトウスタヂオ

イオン綾川ショッピングセンター
「クリスマス装飾」
㈱モダンパラダイス

セントレア あったか☆クリスマス2008
㈱カトウスタヂオ

ツタヤ ピアシティ 石岡店
㈱アーバン

JIMTOF 2008
（㈱牧野フライス製作所）
㈱ジゴワット

国際陶磁器フェスティバル美濃ʼ08
㈱カトウスタヂオ

シーホーク2008「トゥインクル クリスマス」
㈱クリスタル アイ

氷室京介20th ANNIVERSARY TOUR 2008
㈱シミズオクト
2008年国際航空宇宙展
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー 展示ブース
㈱シミズオクト

FOODEX JAPAN 2009「山福」
ブース
㈱ティ
・シィ
・エス

アメリカン・アールデコと幾何学模様
㈱オフィス21

西尾市ふるさと大使
（中日ドラゴンズ岩瀬選手）
コーナー
㈱オフィス21
アボットジャパン株式会社 展示ブース
㈱博展
iQ MUSEUM
㈱つむら工芸
中部電力新エネルギーホール 御前崎風力発電所ゾーン
㈱カトウスタヂオ
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全国のディスプレイの現場で活躍する中堅・若手のみなさん。
業界のこれからを担うみなさんに、
ディスプレイという仕事で得られた「感動」と
これからの「夢」を語っていただきました。

選び２年間勉強しました。
学校の休みの期間中は父親の会社で内装工事現場のア
ルバイトを行い、
はじめて現場の厳しさを経験しましたが、
この
仕事に就く気持が更に強まりました。
初めは他の会社で勉強した後父親の会社に入社と計画
していましたが、
バブル崩壊の不景気もあり、就職先も決まら
ない時に両親と話し合い父親の会社に入社を決めました。
感動したことと言えば、学生時代に広島市内にホテルと大
型商業施設が建設中で飲食店の現場で荷物運びや清掃の
アルバイトをした時でした。朝早くから夜遅くまで３週間に渡
り、
日に日に形が出来上がっていくところを間近に見ることがで
き、
完成した時に自分もこの仕事に多少なりとも携わったという
達成感を味わったことです。
また、
営業職として初めて大きな店舗改装の業務に携わっ
たとき、受注金額も大きく顧客も大変厳しい方で、毎日プレッ
シャーを感じながら、
先輩方に教えを請いながら３週間にわた
る現場が終了し、
顧客よりお褒めの言葉をかけていただき感動
しました。
この業務を経験できて本当に良かったと思いました。
今は、営業職で顧客訪問を行っていますが、近い将来事
業継承を思うと課題もたくさんあり、
日々勉強そして何事にも
チャレンジをしたいと思っています。
その中で、父親である社
長がいつも言っている、不況の時代にも会社の強みとして活
かせるブランド創りにチャレンジしたいと思います。
今後は、
街に10階以上の自社ビルを建て、
社員共々毎日笑
顔でのびのびと仕事ができる職場を作れたらと夢を持ってい
ます。
また、
地域密着で広島は「三共ディスプレイ」
と指名して
いただける強い企業を目指したいと思います。
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学生のころから、
ある大きな夢を描いていたのだが、
その夢を
バイトしながら追いかけることも考え、
当初就職はしないつもりだっ
た。
しかしながら、長男という責任と、両親に迷惑をかけるわけに
はいかないとの思いもあり、
両親に安心してもらうためにも、
就職を
しながら夢を追いかけようと決めた。
それなら少しでもやりがいの
ある企業にしたいと思い、
求人票を探していたところ、
この業界の
弊社が事務職の求人を出していたので、
この会社に絞って受け
たところ、
新卒として入社することができた。
（実は就活はムラヤマ
しか受けなかった。
就活はあまりやりたくなかったので。）
ちなみに、
いまここでこのコメントを載せているということは、
追い
かけていた夢が挫折と共に散ったということは言うまでもない
……。
入社から７年間、事務職として働いていたが、
自身の希望もあ
り、現在営業職として仕事をやらせていただいている。社外の
人々との人間関係が重要になってくる営業職につくことは、入社
当初は考えもつかなかったことである。人見知りやコミュニケー
ションが苦手だった自分がまさか、
との思いであるが、意外にも飛
びこめたのは正直驚きだった。何がきっかけだったかというと、
ある
敏腕営業マンを間近で見ていて、
いくつもの仕事を抱えながらも
やりがいを持ち、会社の最前線で頑張っている姿を見て、
あんな
風に自分もなりたい！ と思ったのがきっかけだった。
また、
自分を
変えたい！ との思いも一つの要因であった。
今言えることは、
自身
を成長させてくれた職だと”感謝”している。
“感動”したことと言えば、
「過去の自分」
と
「今の自分」が大きく
変わったこと。
まだまだ恩返し出来た！ と言い切れる仕事は出来
てないが、
いずれ大きな財産を残すつもりで、営業職に奔走し頑
張っていきたい。二つ目に”感動”したことは、
中国へ仕事で行く機
会があり、
以前から興味のあった国だったため、
よく耳にする中国
の現実を肌身で感じることができたこと。海外に出たのも、物心が
ついてからは初めてだったため、
その分感動が増したのではない
かと思う。文化・人間性・価値観や、生活水準・貧富格差などを実
感できたことは、
日本での自身の生活環境に少なからず影響を与
えてくれたと思う。本当に良い経験ができたと思っている。
いま最も挑戦していきたいことは、現在の業務を近い将来、確
立することである。前段で述べさせていただいた、営業職をやり
たい！ と思わせてくれた仕事内容とは、現在違う形で営業職に
ついているが、
やりがいを持ってやらせていただいており、
「今い
る場所で、
何かしらの結果で１番になること
！」にチャレンジしたい。
今後の仕事での夢は、以前から抱いていることで、実はあまり伸
展してないが、
イタリアに関わる仕事をするのが夢である。

TSP太陽 株式会社（東京ディスプレイ協同組合）

寺野祥二（営業）
車好きのため大学３年の就職活動中は自動車販売店へ
入社すべく試験・面接を受けておりましたが、父の友人が現
在の会社に在籍しており、知識、経験もなく未知の業界では
ありましたが、
形のないモノを創るのも面白いかも……と思い、
入社致しました。
３年ほど前ですが、大阪で映画のプロモーションイベントを
行った際、弊社は会場造作、照明演出、屋外広告、
その他
諸々のお仕事をお手伝い致しました。
まずお客様よりお話を
頂いたのが、
施工日の約1ヶ月前、
そのまま未公開の映画を少
し観させて頂き、造作・演出のイメージを膨らませお客様と打

株式会社 永井ガラス（茨城ディスプレイ協同組合）

永井誠教（技術者）
今の職業に就いたのは家業であったためですが、物心が
ついた時より周囲から家業を継ぐよう言われ続けられたこと
が最大の要因です。
中学高校時代には他の職業の選択も考えた時期もありま
したが、高校生活を続けていく段階でやはりこの職業に就き
たいという気持ちが固まりました。
卒業後は他社に入社し、
２年間業務の基礎を勉強し弊社
に入社、
そして今に至ります。
仕事を通じ感動したことは、
まず職長としての初めての現
場でした。

ち合わせを重ねていき、
大阪の協力業者さんと打ち合わせを

デザイナーズ系の住宅に携わり、
かなり難度の高い現場で

したのが現地乗り込みの５日前、
という急ピッチで工程が進捗

したが、
苦労の末、
現場を収めました。一ヶ月後アフターメンテ

し、詳細部分はすべて現地合わせ、かつ現場では追加、変

ナンスで訪れた時、
新居に住まわれているご家族の様子を見

更のオンパレードでした。
また日中は閉じきった館内で作業を

た時に、
苦労が報われる思いがし本当に感動と喜びを感じま

しているため、
３日間程太陽を見ない生活を経験しましたし、

した。

朝８時から明け方３時までの作業が続いたため、眠いとか、

また、
ある時メーカーと私の手違いにより、
現場に商品が入

疲れたとかの感覚を通り過ぎて、何故だか力が湧いてきまし

らないミスが生じました。謝罪と対応を一生懸命に行った結

た。
そんな中で設営最終日はお客様、
各スタッフが徹夜をし何

果、最初は激怒されていたお客さまも徐々に態度が軟化し、

とかオープニングギリギリに間に合わすことができ、
主催者、
お
客様からのねぎらいの言葉、
来場者の驚く顔、
歓声を耳にし、
今までにない達成感と感動を味わうとともに、
現場で苦楽を共
にしたことにより、
これまで以上にお客様との距離も縮めること
が出来ました。
来場者、主催者、
お客様に感動して頂くには、数多くの困
難や問題が立ちはだかりますが、
それらを乗り越えることです
ばらしい感動空間を創り出すことができ、
果ては自分自身も感
動でき、成長できる。
あらゆる面でハードな仕事ですが、
この
感動を味わえるのが、
何よりも換えがたい魅力のひとつです
今年の４月から私の部署が企画営業部という名称になりま
したので、
文字通り企画の立案、
提案を行い、
今までになかっ
たような営業の切り口で新たなお客様を開拓できたらと考え
ております。

お客様の無理難題に答えられる自分でありたい

る際には迷わず事業に通じるインテリアデザイン専門学校を

田村伸男（営業）

たくさんの方と感動を共有したい

父親が今の会社を経営していたことで、
将来は自然と父親
の会社を継ぐと思っていました。高校３年の時に進路を決め

株式会社 ムラヤマ（東京ディスプレイ協同組合）

今の仕事で︑何かしらの結果で１番になる

孝野真也（営業）

毎日笑顔で何事にもチャレンジしたい

三共ディスプレイ 株式会社（広島ディスプレイ協会）

最終的に理解を得ることができました。人と人の会話の大事
さと、誠心誠意対応することの大切さを本当に実感いたしま
した。
現在チャレンジしたいことは「永井に頼んでよかった」
と
言ってもらえる仕事をすることです。
それは、第一に高度な技
術、
第二に自分独自の発想、
第三に収まりの質の高さ、
この三
点にチャレンジし、
お客様の無理難題に答えられる会社であ
り、
自分でありたいと思います。
正直私が業界に入社した時は社会環境含め夢を描ける
状況ではなく、現在に至っています。
また、今も決して環境は
好転していませんが、仕事に関しては自分や自社のスタンス
を守り、基礎を守り、一層厳しくなった今を生き抜くことが今言
える
「夢」……なのかなと思っています。

今後仕事をする中で出会うであろう数多くのお客様、
関係
者、
その他大勢の方々とひとつでも多くの感動を共有するた
めに、
着実に力と経験を蓄え、
この仕事を続けてきて良かった
と思えるようにしたいです。
またその感動秘話を自分の子供に
も伝えたいと思います。
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愛知名古屋ディスプレイ協同組合

愛知名古屋ディスプレイ協同組合

【来場のご案内】
名古屋市中小企業振興会館（入場無料）
〒464-0856名古屋市千種区吹上2-6-3
TEL052-735-2111 FAX052-735-2116

第28回

◇公共交通機関利用
「名古屋駅」
⇒
（地下鉄桜通線

サイン・ショップ＆ディスプレイショウ 開催
Ｔhe28th SIGN SHOP & DISPLAY SHOW

野並行）
⇒「吹上」5番出口
（徒歩5分）

◇お車利用
（駐車場200円／30分、但し大型車は入庫できません）

「次世代の街づくりステーション」出展並びに来場のご案内

●東名高速名古屋インターから40分
●名古屋都市高速道路
東方面からは、
「春岡」出口すぐ 西方面からは、
「吹上東」出口すぐ

会場へのご案内

併催事業“ディスプレイ産業賞受賞作品展”

【昨年の第27回サイン･ショップ＆ディスプレイショウの会場風景】

「年鑑日本の空間デザイン２００９／ディスプレイ産業賞受賞作品」の中から選ばれた優秀作品を展示
主
会
会
時
後

催／愛知名古屋ディスプレイ協同組合
場／名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 第１ファッション展示場（２階）
期／平成21年12月9日
（水）
・10日
（木）
間／am9:30 〜 pm5:00
援／中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、
（社）
愛知広告協会、中日新聞社、中部経済新聞社、
（社）
日本ディスプレイ業団体連合会

開会式

会場

会場

愛知名古屋ディスプレイ協同組合では、平成21年12月9日・10日に「次世代の街づくりステーション」のテーマのもと
第28回 サイン・ショップ＆ディスプレイショウを名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)第１ファッション展示場で開催
します。多数の企業のご出展とご来場をお待ちしております。

【出展のご案内】
会場

会場

2008ディスプレイ産業賞

【問合せ先】

まずは、ご一報下さい！
！
「出展募集案内及び申込書」をお送りします。
愛知名古屋ディスプレイ協同組合
（事務局：立石）
〒450-0003名古屋市中村区名駅南1-4-12 ガーデンビル７Ｆ
TEL 052-581-5840 FAX052-581-5841
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◇目 的
ディスプレイ業界を支える関連業界の優れた技術・情
報、さらにはこれらを具現化した資材・機材やサイン・
ショップ、ディスプレイシステム等を一堂に会する展示
会を企画し、関係者に情報交換・商談形成の場を提供す
ることで、業界を活性化する。
◇出展内容
資材及び機器、演出機器、店舗のシステム、設備機器

◇出展申込等
●出 展 料／１小間150,000円（税込）
（振込手数料は出展者の負担）

●小間サイズ／H2.7m×W3.0m×D3.0m
システムパネル
●総 小 間 数／100小間
●小 間 割／出展規模・出展内容を勘案し、主催者が
行う
●小 間 装 飾／出展者が行う
（発注希望は事務局へ）
●申 込 締 切 ／平成21年10月6日
（火）
（満小間になり次第締切り）
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株式会社小川テック
（東京）
株

株式会社 世広（千葉）

式会社小川テックは、85年にわたるテント創りの歴史を引き継

ぎ、2000年の記念すべき年に新しい会社として発足しました。
これまで膜構造建築分野では、東京ドーム、鹿島サッカースタジア
ム、
シルク・
ド・ソレイユのスーパーサーカス公演テントなど、
スポーツ、
レ
ジャー、商業、文化、交通、産業施設など多くの分野での実績を残すこ
とができました。

弊

社は、45年前の創業以来、
ゴルフ場や百貨店の野立て看板や

懸垂幕、
バス停広告などの交通広告を手がけてきました。
さらに時代の

一言ごあいさつ申し上げます。

ニーズにこたえて、
ホテルの会場看板や幕張メッセのイベント会場設

弊社はおかげさまで46周年を迎えることが出来ました。
ありがとうございます。最近は特に、
様々なカ

営など事業は広がりました。
イベントの仕事にかかわると、来場者に配るグッズのアイデアも出し

ラーリング・形状・照明を取り入れた屋外広告制作のほかに、
店舗の設計施工業務、
イベント会場設営、

てくれないかと頼まれます。
そこでキャラクターをデザインし、
ぬいぐるみ

更にテレビやラジオのコマーシャルを企画制作する広告代理業務など「広告」
という分野の中でさまざ

これからは、膜構造建築分野でさらなる飛躍を目指すとともに、従来

やキーホルダーなどを制作する。交通広告を長らく手がけてきた関係

の膜構造建築技術を建築分野以外にも応用することでフワフワドーム

で、催事のポスターなどの印刷の相談も受けます。商業施設では、七

まな業務を行っております。屋外広告などは、
ただ制作するだけでなく地域環境を考慮した設計でお客

などの遊具、液体輸送コンテナやアスベスト対策商品、環境に配慮し

夕飾りやクリスマス装飾の提案を求められます。こうした要望や相談

様にご提案しております。

た膜材ECOTEXを使用したシートシャッターなど多岐にわたる分野で

に、
「うちではできない」
とは言わずに、何でも引き受けて、何とかやって

社会に貢献する企業を目指していきます。

みる。多くの事例を参考に、
アイデアを提案すると、顧客が望んでいる

何よりも人々に夢を与え、社会により良い環境づくりのお手伝いをし
ていくことが、
小川テックの大切な使命であると考えています。
これまで の 伝 統 的 技 術 、納 得 の いくも の づくりを 求 める

青森県ディスプレイ協会
理事長

何かと結びつきます。自分のアイデアが形になって評価される。
そこに、
今後の目標は、
「 屋外広告やディスプレイで景観をつくり、地域を活
性化させる」
こと。行政は、屋外広告を悪し

クノロジーを駆使し、時代のニーズと人々の

きものと見るむきもありますが、社会におけ

ニーズに応える新しいものづくりのできる企

る役割があるはずです。例えば、
まちに広告

業として社会に貢献していきたいと思いま

スペースをつくれば、
その収入を地域活性

す。

化の財源にあてることができる。行政と広

豊

この度、
山形県ディスプレイ協会理事長を拝命いたしました、
駒林でございます。
山形県は今年、直江兼続の天地人ブーム、
おくりびとのアカデミー賞受賞、
プロサッカーチーム・モン

て、
また広告効果を高める演出役として、
ま
江東区木場6-4-13

ちの再生につながる仕事を担いたいと思っ

千葉市稲毛区長沼原町718-1

株式会社小川テック

ています。

株式会社 世広

井上隆司

に、私達は経済不況の中でも明日に生きるために「創意工夫」
と
「コミュニケーションの活性化」
をはか

社団法人日本ディスプレイ業団体連合会会員の方々にご指導賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

告出稿企業などとのコーディネート役とし

代表取締役

「時代と共に変わっていくものには柔軟に、
時代を経ても変わらないものには厳しく頑固に」
をモットー

り、
地域に貢献できるよう社内が一丸となって一歩一歩を大切に進んでいこうと思います。

数字では表せない仕事の喜びがあります。

“Craftsmanship”を活かしつつ、最先端テ

星野

代表取締役

テディオ山形のJ1昇格など、
大変話題性に富む年となりました。
また良質な温泉や食材を有する事など
が徐々に知られ、
連日TVで報道されるようになってきました。
これに伴い、
山形県でも観光と農業関連ビ

鈴木定徳

ジネスの成長を見込み、
さまざまな支援を行ってゆくようであります。

小林電装株式会社（東京）

当協会でもこのような動きをチャンスと捉え、
市村前理事長に道筋をつけていただいた公共団体から

株式会社ツーピース＆アーキテクト
（東京）
山形県ディスプレイ協会

こ

の度、東京ディスプレイ協同組合の西支部に加入することにな

りました小林電装株式会社です。

2009

年、弊社は創業15周年を迎えます。その節目の年に東京

ディスプレイ協同組合に加入させていただきます。

弊社は昭和41年3月に建設設備保守管理業務を主体として発足

創業時から見ると世界は格段にグローバル化が進み、多様化してま

いたしましたが、現在は各種展示会やイベントの電気設備工事、仮設

いりました。価値あるものとそうでないものとが混在し、見極める力が試

空調工事・公共工事
（東京都・台東区）
・マンション販売センター演出

される昨今であります。

工事等を主な業務としております。

理事長

の共同受注を広げていくと共に、現在の構造変化の先に見える未来へ向けて、
さまざまな挑戦をして

駒林 陽一郎 いく所存でございます。

未熟ではありますが精一杯業界の発展に向けて努力して参りますので、
どうか皆様のご指導、
ご鞭撻をお願いいたします。

そのような中、
日本のデザインというものに眼を向けたとき、一部を除

その中でも屋外イベントの電気設備工事（桜のライトアップ、
お祭
り）
、
花火大会等の放送設備を得意としております。

き欧米に比べその重要性、経営の根幹を成す資源としての認識が不

この度、5月11日の第46回通常総会において、2期4年に亘って理事長を務められた清水前理事長

足しているのではないかという思いを禁じ得ません。

我々の仕事は既成品ではなくオーダーメイドです。

の後を引き継ぎ、
東京ディスプレイ協同組合理事長を拝命しました田口徳久でございます。若輩者では

日本の強みは、
やはり世界に冠たる製造業を中心としたその技術力

今までの経験から創意工夫し、顧客の満足出来る提案を提供し続
ける会社でありたいと考えております。

に眼が向きます。

ありますが日デ連の最大単組の理事長として、
組合そして連合会の発展を目指し、
精一杯務めさせて

我々ディスプレイ業界或いはコミュニケーションデザイン界に従事す

また、業務を愛し、研究・創意・工夫そして信頼性の高揚をモットーと
しております。

頂きますので、
どうぞよろしくお願い致します。

る者として考えた時、
日本社会全体、各企業活動がそのアイデンティ

さて、
東デ協の今年の活動は下記の3つを軸に進めて参ります。

ティー表現やコミュニケーション手段としてのデザインが持つ力を活か

この度入会するにあたり、
イベント・展示会などの仕事に携わる者と
して皆様のお仲間になれる事を心より喜ん

すことに一層注力する必要があるのではないでしょうか。

① 業界の知名度・信頼度の向上

我々ツーピース＆アーキテクトは企業様

でおります。

東京ディスプレイ協同組合

の経済活動のご支援を通し、付加価値以

これから末長く頑張りたいと思いますの

理事長

上の魅力あるコミュニケーションデザインを

で、
よろしくお願い致します。

田口 徳久

創出し、貢献してまいりたい所存です。そし

を持って、
この状況を打破していかなくてはなりません。
清水前理事長は、
以前から新規加入企業を歓迎し、
その時代に適合し

きれば喜ばしいことと考えております。

たスタイルの組織活動を進めてこられました。東デ協が45周年を迎えた今年、
組合員の皆さんが未熟な私に期待して下さって

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
小林電装株式会社
代表取締役

小林佳俊

願い申し上げます。

③ 組合活動の活性化
世界的な経済活動の低迷が業界にも波紋を広げつつある昨今。今こそ、組織の絆を深め、
同じ志

て日本文化、
日本の知財力向上に貢献で

台東区鳥越２-１０-１５

② 組織増強

江東区佐賀1-9-7原田ビル佐賀４Ｆ

株式会社ツーピース＆アーキテクト
代表取締役

町田弘樹

いることとは、
まさに、
この良き伝統をしっかりと守りながら、
新しい試みに挑戦し、
組合活動を推し進めることではないかと考えて
おります。
先達の崇高な志を胸に、
その期待に応えられるよう精進すると共に、
日デ連の活動にも貢献してゆけるよう尽力して参
ります。
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ニッポンディスプレイへの広告は下記へ

ディスプレイ産業賞2009
「審査委員会」
開催

早いもので、今年も8ヵ月が経過いたしまし
た。
昨年の景気後退から半年以上たった今日
でも、明確な出口の見えない状況です。
また、
政治の混迷や新型インフルエンザ、毎日絶え
ない目を覆いたくなるような事件の数々など、

理して新しい時代を進展させるという解釈が

き合い、周りに対する配慮を行い物事に真

されています。

面目に取り組むことが、新しい時代に対応で

一方、丑という文字はひもで締めるとか、
ぐ
るりと取り巻くの意味があり、転じて何かを取
り込むすごい力を表すとのことです。
1994年〜2007年までの十二支は、旧来

数年前には日本では考えられないことが日常

の仕組みが綻びをきたし、
また格差が広がり

的に起こっています。

著しい不均衡が顕著化し、08年の子の年は

よく年初に、今年の干支による一年の予
測を聞きますが、思い起こせば今年は
「己丑
（つちのと うし）
」
で、
どのような一年かといえ

その不均衡を正しはじめた年で、09年はその
勢いがもっと強まるとも言われています。
半年以上が過ぎ、
まさしく世の中の矛盾や

ば、己という文字は曲がった文字が頭をもた

不均衡が顕著にあらわれ、
来年に向かって仕

げ伸びようとする様子をあらわしており、改・起

組みが変わっていくように思えてなりません。

という文字と共通で
「曲がったものが伸びた
つ」
という意味で、
これは絡み合った状態を整

出席

きる事だと思います。

でいきたいと思っている今日この頃です。明
るい未来に向かい、皆様と共に邁進していき

住・坂本・綿谷・五十棲（オブザーバー）、川合（事務

開催

7月13〜14日

局）

会場

仏教伝道センタービル
（東京）

議題

講師

小野

今年度の事業運営について ④全国大会報告

受講

23名

芳史

本号の発行にあたり、多くの皆様にご寄稿
ご協力いただき誠にありがとうございました。

6月1〜2日

統括安全衛生責任者講習会

東京機械本社ビル
（東京）

開催

7月16日

講師

藤原

会場

仏教伝道センタービル
（東京）

受講

29名

講師

小野

受講

24名

開催

7月17日

永田（委員長）、横田（副委員長）、田口（前

会場

八重洲富士屋ホテル
（東京）

委員長）、荒川・麻生・森川・三原・小槻・早野・関根

出席

浜田（会長）、田口（副会長・委員長）、田中

出席

会議室

（委員）、
田中
（専務理事）、向山・竹内（事務局）、恩

株式会社フジヤ

三原

剛

議題

の他

（専務理事）、大内（常任理事・副委員長）、清水・渡

機関誌ND
（Nippon Display 年6回発行）
で
は、連合会からの一方通行な情報提供だけで
なく、広く会員・構成員の皆さまからの原稿を募
集しております。ディスプレイに関するご意見、
日々の出来事を綴ったエッセイなど、特にジャン
ルを問いません。氏名・所属を明記のうえ、事
務局
（jimukyoku@display.or.jp）
までご連絡
ください。

辺・土井（常任理事）、村山（顧問）、今西・倉田（相

川
（日本印刷）
広報委員

⑥各地区の現況及び日デ連への要望につい

ND「原稿」募集

東日本地区委員会

6月10日

会場 ディスプレイ連合会

厚くお礼申し上げます

芳史

広報委員会
開催

②委員会構成について ③

て ⑦次回委員会（平成22年１月）
について ⑧そ

会場

たいと思います。

①会務報告

⑤平成20年度西日本地区補助費収支報告につい

開催

茂夫

渕田（副会長・委員長）、田中（専務理事）、

野（委員）、北山（監事）、戸国・中橋・上村・藤田・久

「職長・安全衛生責任者教育」講習会

「職長・安全衛生責任者教育」講習会

私自身、今の環境を嘆くより前向きに進ん

7月31日

後藤・橋川・渡辺（常任理事）、
田中
（副委員長）、孝

て

今までにない本当に大変な一年になると
思いますが、我々一人一人しっかり社会に向

開催

会場 ホテル日航大阪（大阪）

6月26日

会場 （株）乃村工藝社（東京）

6月 7月

西日本地区委員会

①7・8月号の進捗状況について ②9・10月

談役）、高橋・駒林・玉木・伊藤・安島・前田・櫻井・小
林・奥下・永田・日下部・吉田・横田（委員）、吉田（青

号の編集企画について ③その他

森委員代理）
、
向山
（事務局）
議題

①会務報告

②委員会構成について ③

ディスプレイ振興委員会

今年度の事業運営について ④全国大会報告

開催

6月17日

⑤各地区の現状及び日デ連への要望について

会場

株式会社乃村工藝社 会議室（東京）

⑥その他

出席

渡辺（委員長）、兼平（副委員長）、市橋・柿

本（委員）
、
雨宮・笠井・清水・元岡（専門委員）
、
田中

中日本地区委員会

（専務理事）
、
向山
（事務局）
②ディ

開催

7月24日

スプレイ産業賞審査委員会運営等について ③そ

会場

料亭「四鳥」
（岐阜）

の他

出席

浜田（会長）、山本（副会長・委員長）、田中

議題

①今年度委員会運営等について

（専務理事）
、
橋川（常任理事・副委員長）
、
土井（常
任理事）、寺本・小作・橋本・川口
（副委員長）、泉・芹

正副会長会
開催

澤・奈良間・市橋・山田・宮上（委員）、林・尾藤・毛利・
田中・渡邊・溝口・加藤・中畑・柘植・野崎（オブザーバ

6月25日

会場 ディスプレイ連合会
出席

ー）
、
宮田・立石（事務局）

会議室

浜田（会長）、
田口・山本・渕田（副会長）、
田

議題

①委員会構成について ②今年度の運営

について

議題

①会務報告

②委員会構成について ③

今年度の事業運営について ④全国大会報告

中
（専務理事）
③全国大会の報告について

④その

⑤各地区の現状並びに日デ連への要望について
⑥その他

他

広報委員会
幹部会

開催

開催

会場 ディスプレイ連合会

6月25日

会場 ディスプレイ連合会
出席

会議室

浜田（会長）、
田口・山本・渕田（副会長）、
田

中（専務理事）、大内・清水・渡辺・橋川・土井・後藤
（常任理事）
、
奥下・永田
（理事）
、
向山
（事務局）
議題

①会務報告

②委員会構成（案）
について

③今年度の事業運営について ④全国大会報

出席

7月29日

ND09年７・８月号、P10「暑中お見舞い申し上げ

会議室

永田（ 委員長 ）、横田（ 副 委員長 ）、荒川

（信）
・麻生・森川・荒川
（勝）
・三原・小槻（委員）
、
田中
（専務理事）
、
向山・竹内（事務局）
議題

①9・10月号の進捗状況について ②11・12

月号の編集企画について ③会員・構成員名簿に
ついて ④その他

ます」において、下記の誤りがありました。お詫びを
申し上げ、訂正いたします。

誤
株式会社広伸社

神奈川

正
株式会社広伸社

神奈川横浜

告（５月21日〜22日） ⑤その他
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ケーエスエム

賛 助 会 員 募 集 中
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