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2010上海万博視察リポート 6

○2010年審査を終えて
歴史を正しく後世に伝える。難しい課題である。
ある出来事を、
ど

“わたしたちの仲間” 顔・顔・顔 8

の次元から観るかによって、全く違った姿がそこに現われてくるから
である。
ディスプレイ産業に求められている社会的意味とは、
デザインとは

ご当地スポット案内 10

異なった世界での評価軸が存在する。
古い話で恐縮だが、
ニューヨーク博ではコンピュータが裏方の主
役であったし、
モントリオール博では映像技術が、大阪博ではコミュ

人材派遣の法改正概要について 12

ニケーションテクノロジーが、
ディスプレイ全体に大きなうねりとなって、
その役目をはたしていた。
このように、
時間軸を通してみると、
ディスプレイ産業に課せられた

新規加入構成員の紹介 13

期待とは、人々に大きな夢のかぎを与える役目を持っていると云って
良い。

・・
ところで、
今年、
そのかぎはどうだったろうか。多くの参加作品の中

33

連合会のおもなうごき 14

で“予科練平和記念館”と“GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト”
が群を抜いていた。
ガンダムは、
手の平と映像の世界からとび出し、
この地球の大地に

編集サロン 15

しっかりと２本の足で立ち上がった。埋立地であるお台場、
風・雨と変
化のはげしい環境の中で、
天空をにらんで立つ姿は、
業界の持つ技
術力の勝利を誇るかのようである。
特別賞の“予科練平和記念館”は、私の小学校時代の空へのあ
こがれと夢をよみがえらせてくれた。
もし、戦争という悲劇がおこらな
ければ、
この予科練は日本の若者達への、空への夢を育む場とし
て、
大きな成果を生み出したに違いない。
生まれてすぐ消えた歴史の１ページ。
そこには、子供達・若者ので
っかい希望の夢があったからである。
夢ほど、人生や社会を大きく変えるものはない。
ディスプレイ産業
が、
間もなく宇宙への挑戦を可能にしてくれるに違いないと思う。
審査委員長

ディスプレイ産業賞2010審査経過
「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812点につい
て
「ディスプレイデザイン賞2010」の審査を経た、
「ディスプレイ産業大賞」の候補作
品37点および「ディスプレイ産業奨励賞」の候補作品126点でした。
審査委員会は、平成22年６月28日
（月）
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）」16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
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株式会社本田技術研究所

クライアント
プロダクション
（企画・設計）

株式会社博展

プロダクション
（製作・施工）

株式会社博展

DISPLAY INDUSTRY AWARD 2010

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）
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2010 国際医用画像総合展 根本杏林堂ブース
クライアント

作品名

株式会社根本杏林堂

プロダクション
（企画・設計）

株式会社博展

プロダクション
（製作・施工）

株式会社博展

エコプロダクツ2009 新日本製鉄グループブース
クライアント

株式会社博展

プロダクション
（製作・施工）

株式会社博展
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作品名
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「海のエジプト展」実行委員会

クライアント
プロダクション
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プロダクション
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株式会社昭栄美術

株式会社ミキモト
株式会社ミキモト

中村展設株式会社

プロダクション
（製作・施工）

奥山工房・有限会社現代工房

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社

プロダクション
（製作・施工）

クライアント
プロダクション
（企画・設計）

第41回 東京モーターショー2009 ハーレーダビッドソンジャパン ブース
プロダクション
（企画・設計）

ミキモト本店ウインドウディスプレイ
「YAKAMOCHI・家持」

株式会社SD

作品名
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プロダクション
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プロダクション
（企画・設計）

株式会社乃村工藝社A.Ｎ.D

プロダクション
（製作・施工）

株式会社竹中工務店

独立行政法人日本万国博覧会記念機構

プロダクション
（企画・設計）

株式会社丹青社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社丹青社

作品名

ケーブルテレビショー2009ソニーブース
クライアント

ソニーマーケティング株式会社

プロダクション
（企画・設計）

株式会社デザインアートセンター・ソニーＰＣL株式会社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社デザインアートセンター

ディスプレイ産業特別賞

（日本経済新聞社賞）

作品名

表参道

H.I.S. スケーティングシアター

クライアント

商店街振興組合原宿表参道欅会

プロダクション
（企画・設計）

ジェイ・ティー・キュー株式会社

プロダクション
（製作・施工）

株式会社乃村工藝社

作品名

作品名

新ヤマハ銀座ビル ポータルスペース オープニングディスプレイ
クライアント
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プロダクション
（企画・設計）
プロダクション
（製作・施工）

ヤマハ株式会社

第41回 東京モーターショー2009 ヤマハ発動機ブース
クライアント

株式会社メディアワークス・株式会社ムラヤマ

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）

ヤマハ発動機株式会社

作品名

予科練平和記念館
クライアント

阿見町

ジェイ・ティー・キュー株式会社

プロダクション
（企画・設計）

株式会社乃村工藝社

株式会社ムラヤマ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社乃村工藝社
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地区審査会入選作品
西日本地区審査会

中日本地区審査会

作品名

レインボーブリッジ・スペシャル・ライトアップ プロジェクト
首都高速道路株式会社

クライアント

東日本地区審査会

プロダクション
（企画・設計）

首都高速道路株式会社・株式会社丹青社

プロダクション
（製作・施工）

首都高電気メンテナンス株式会社・株式会社丹青社

作品名

浄土ヶ浜ビジターセンター
クライアント

2010春夏尾州テキスタイル・エキシビション
㈱中京アドサイン

スタジオ写真フェア2009“ラボネットワーク”ブース
㈱博展

ロート製薬 episteme booth

エコプロダクツ2009
〔第11回〕
“ダスキン”ブース
㈱つむら工芸

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

（KOBE COLLECTION Plus 2009 AUTUMN/WINTER supported by episteme）

㈱つむら工芸

環境省

プロダクション
（企画・設計）

第41回東京モーターショー2009“トヨタ紡織”ブース
㈱大和工芸

インテリアライフスタイル2009“マルマン”ブース
㈱博展

長崎県埋蔵文化財センター・壱岐市立一支国博物館
クライアント

長崎県・壱岐市

プロダクション
（企画・設計）

株式会社丹青社・株式会社乃村工藝社・株式会社黒川紀章建築都市設計事務所

プロダクション
（製作・施工）

株式会社丹青社

作品名
トレンド館ショーウィンドー“Winter StoryⅠ
・Ⅱ”
㈱シ・ピ・エル

興福寺 国宝館 リニューアル
ル・ヴィラージュ アンシャンテ長岡／㈱トミヤ

クライアント

法相宗大本山 興福寺

プロダクション
（企画・設計）

デザインオフィス イオ

プロダクション
（製作・施工）

株式会社フジヤ

第41回東京モーターショー“デンソー”ブース
㈱カトウスタヂオ

クボタギャラリー／㈱つむら工芸

作品名
flumpool 2nd tour 2009 Unclose special!!
㈱シミズオクト

ポーラ ザ ビューティ 銀座店
クライアント

株式会社ポーラ

プロダクション
（企画・設計）

AGENCE NUEL/OCRE BLEU

プロダクション
（製作・施工）

株式会社乃村工藝社

サンエイ記念館／㈱オフィス21
第41回東京モーターショー2009“エクセディ”ブース
サクラインターナショナル㈱

作品名

松丸本舗
クライアント

丸善株式会社

プロダクション
（企画・設計）

株式会社編集工学研究所・株式会社丹青社・丸善株式会社

プロダクション
（製作・施工）

丸善株式会社

タイランドロイクラトンナイト／サクラインターナショナル㈱
東京モーターショー2009“NHKニッパツ”ブース
㈱アートフリーク

作品名

山形まるごと館 紅の蔵
クライアント

ジャパンショップ2010“キヌガワ・パック”ブース／㈱キヌガワ

5

鮫博覧会／㈱ウエムラ

山形市

プロダクション
（企画・設計）

株式会社スカワ一級建築士事務所

プロダクション
（製作・施工）

株式会社スカワ
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2010上海万博視察リポート

年もの準備期間を経て今年

月︑史上最大規

日の朝︑我々視察団一行は︑羽田からの直行便

5

今や経済 絶好調と言うべき中国が︑北京オリンピック
に続き
月

模のイベント︑
上海万博を開催した︒

8
18

に乗ることわずか 時間あまりで︑
予定通り上海の虹橋

6
入場する際には手荷物に 線︑
金属探知機でのボディ

入場待ちの団体ツアー客が︑
長蛇の列を作っていた︒

に会場に着くことができた︒すでに入場ゲート付近には︑

で向かったが︑渋滞に巻き込まれることもなく︑
スムーズ

︵ホンチャオ︶
空港に到着︒万博会場へは空港から専用バス

3

チェックがおこなわれており︑
ライターの他︑
ペットボトルま

X

会場は︑ から の5つのゾーンに分かれており︑初日

でも没収される厳しいセキリュティ体制になっていた︒
E

館﹂に入場︒韓国企業のIT技術の進化を実感させるコ

続いてエコ都市・エコ生活をテーマにした﹁韓国企業連合
ビリオンだけあって館全体の作りやサービスも良く︑﹁日

かなか素晴らしかった︒日本企業と自治体が出展したパ

2日目は︑万 博 内でも大 人 気の日本 館と中 国 館に入

そしていよいよ初日の目 玉である日本 産 業 館へ入 場 ︒

ちそうなほど長い行列ができていた︒まずは︑
2日目の目

入ることができたが︑
普通に入場していたら︑
何時間も待

場 ︒どちらも優 先 入 場したので比 較 的 短 時 間で館 内に

館内には幅 メートルくらいの巨大なスクリーンシアター

た︒

で︑館のテーマをしっかりと体感させる工夫が施されてい

化 住 宅など︑大 型のタッチパネルを 取 り 入れゲーム感 覚

本のおもてなしの心﹂が伝わってきた︒

宇宙の家館

ンセプトが少し強すぎるような気がしたが︑
都市の自動

や展示物のアンバランスさは気になるところであった︒

り乱れた展示手法はなかなかおもしろいが︑施工の雑さ

された宇宙飛行士のグローブが展示されていた︒新旧入

や探査ロボット︑
シンプルな未来都市の模型︑実際に使用

どを紹介した﹁宇宙の家館﹂︒宇宙ステーションの造作物

の視察パビリオンは︑
中国の宇宙技術とこれまでの功績な

は各国の企業館が多いDゾーンからの入場となった︒最初

A

響︑
日本が創るよい暮らし﹂というテーマどおり︑
ハイテク

があり︑﹁宴UTAGE﹂というテーマ劇場では﹁映像︑
音

紫の色である︒日本館の人気も会場内では非常に高いら

つその外観は︑
繭をかたどった斬新なパビリオンの形と薄

玉である日本館に入場︒中国館にも負けないくらい目立

混雑していた︒展示ゾーンは つに構成されており︑
日中

まゆ

から女子高生︑
アキバ系に至るまで︑
日本の様々な文化を

しく︑会場内の通路は落ち着いて見られないほどかなり

10

最新のグラフィック技術でうまくイメージした映像が︑
な

日本館
日本産業館

人気パビリオンが並ぶ ゾーンでも︑
ひときわ目立つ存在

した赤を基調とした逆三角形の外観デザインは︑
各国の

そして︑
いよいよ中国館に入場︒
﹁東方の冠﹂をイメージ

最先端の体験型展示が注目を集めていた︒

で随所に紹介されており︑
日本が誇る地球環境技術など

遠機能カメラ﹁ワンダーカメラ﹂も上映されていた映像内

し館内を大いに沸かせていた︒キヤノンの超高精細・超望

ショーでは︑
トヨタの開 発した二足 歩 行のロボットが登 場

いた ︒中 国 と 保 護 活 動 を している ト キ を 題 材 にし た

か︑
日本が誇るさまざまなハイテクノロジーが展示されて

の文 化のつながりや日 本が取 り 組む環 境 保 護 問 題のほ

3

だった︒館 内 展 示は大 き く つに分かれており︑最 初に

A

われている上海万博で︑ 日間で 個のパビリオンを見て

大 きなパビリオンは一日にひとつ見られればよいと言

ことができた︒

く先頭に乗れ童心に帰って︑
中国の未来都市計画を見る

は予想もしなかった列車型のアトラクションが登場︒運良

おり︑
その大きさと長さに圧倒された︒また次のゾーンで

河図﹂
の大パノラマが壁一面にプロジェクターで投影されて

入ったゾーンで︑
中国最高の傑作画巻と言われる﹁清明上

3

5

念のようになってくれることを切に願うものである︒

人事・総務本部 人事部 人事企画1課 課長 田中

株式会社 乃村工藝社
剛

後で知った︒今後︑
日本と中国のみならず︑
世界がこの理

解︑疎通︑楽しく集う︑協力﹂という理念だということを

次第である︒最後に万博のロゴがあらわしているのは︑﹁理

たご関係者の方々にこの場をお借りして︑深く感謝する

となった︒このような視察会を企画し︑
主催していただい

の感想などを共有できたことは個人的にも︑
貴重な体験

とも行動をご一緒できたことで︑
上海の風情や万博施設

て参加させていただくことができた︒同じ業 界内の方々

回の視察会が実現し︑
幸いにも視察団メンバーの一人とし

このたび日本ディスプレイ業団体連合会様の企画で︑
今

と理解が深まり︑
楽しめたに違いない︒

で︑
やはり日本語の音声ガイドやパンフレットがあればもっ

内の説明やインフォメーションはほとんど中国語だけなの

回れたのは非常に効率的であった︒ただし︑
残念ながら館

2

6
7

中国館
韓国企業連合館

〜視察会を終えて〜

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、
「私の苦い思い出」
というテーマでお話をうかがいました。

9

志賀正章（営業部デザイン課）

８年前の早春。
まだ肌寒さを感じる東京の空の下。私
は不安と期待が入り混じった感情を抱きながら、
激しい風
圧と戦っていました。
サッカーで鍛えた足腰をフルに使い
自転車で面接会場へと向かっていたのです。
当時、専門
学校とバイトと就職活動に奔走していた私は慌ただしい
日々を送っていました。
そんな中での面接だったのです。
何とか株式会社マエダへの入社が決まり、
晴れて社会人
としての一歩を踏み出すことになりました。
踏み出したまではよかったのですが、
思いもよらぬ事で
つまずく事になりました。仕事を進める上での「話し方・聞
き方」です。
日常生活の中で人と会話をするのに困った事
はありませんでしたが、感覚的に生きてきた私にとって非
常に難しく苦痛なことでした。
これは、
デザイナーとして致命的な欠点でした。
デザイ
ン業務を遂行する上で、情報収集ツールとしての話し方・
聞き方は非常に重要と考えます。話し方・聞き方の上手・
下手で得られる情報量が変わり、
得られた情報量の多少
が出来上がる製品に表れるからです。
欠点を克服しようと参考書やセミナーなどで勉強し、
そ
れに加え上司の徹底した指導と周りの人々のアドバイス
をいただいていましたが、
中々思い通りの成果が得られま
せんでした。
しかし、
下を向くような事はありませんでした。
数年が経ち、徐々に成果が出始めてきてあと一歩足り
ない頃です。業務のやり取りがいつになくうまくいきました。
納得のいく手応えでした。それまであった心のモヤモヤ
が一気に晴れ渡り視界が開けました。前を向いて数をこ
なし経験を積めた事と、
諦めずに私に関わってくれた周り
の人々の力があってこその手応えでした。今振り返ると、
「出来なければ」
「上手にやりたい」
と考え過ぎていて、
自
分が自分にプレッシャーを掛けていた事も原因の一つで
はないかと考えます。
まだまだ青二才の私です。大小様々な失敗や考えも及
ばないような困難が、
星の数ほど待ち構えていると予想さ
れます。
しかし、
自分の力を信じて、
諦めないでやり通す心
を持って、
それらを打破する自信があります。
それは関わ
りを持った上司、
同僚、
部下、
得意先、
下請、
全ての人々に
教わった事でもあるからです。
仲間を助け、
仲間に助けられ、
これからの仕事も楽しん
でいきたいです。

高木工業 株式会社（東京ディスプレイ協同組合）

渡邉信之（新規事業推進室）

業務上の堅い話で恐縮です。弊社、新規事業推進室
は、
従来の業務請負・人材派遣事業の枠にとどまることな
く、各種の商材・サービスを取り扱っております。
中でも、
ソ
フトバンクモバイル㈱様の一次代理店として、
携帯電話の
販売にも取り組んでおります。
着任して間もなくのことです。旧知の友人（お客様）か
ら
「携帯電話番号を変えることなく、
通信会社をソフトバン
クに乗り換えたい」
とのお話があった際に、
自分が個人名
義の携帯を乗り換えたときの、
おぼろげな記憶を頼りに、
誤った説明をしてしまいました。
通信会社を乗り換える場合、
実際には、
（旧）
の携帯電
話が先に止まり、
その1〜2時間後に、
（新）
の携帯電話が
開通します。従いまして、携帯電話が使用不可能となる
時間が1〜2時間ほどできてしまいます。
にもかかわらず、
“まず（新）
の携帯電話が開通し、
同時に、
（旧）
の携帯電
話が止まるものだ”と信じ込み、
それに沿った手続きを進
めてしまいました。
（新）
の携帯電話をお届けにあがったとき、
友人は
（旧）
の携帯電話がすでに止まっているとは夢にも思わず、
た
びたび電話発信やメール送信を試みたものの、
当然機能
しません。
「もう古い電話機だから、故障じゃない？ 乗り
換えたばかりで、
いいタイミングで故障したね」
とのん気に
二人で話し合っておりました。
止まった携帯電話は法人名義のもので、友人は別に
個人名義の携帯電話も持っておりましたので、
その場は
特に支障なく用件を済ませることができました。
しかしなが
ら、
（新）
の携帯電話の電源を入れた途端、開通している
ことがわかり、説明が誤っていたことを、平身低頭お詫び
申し上げたことは言うまでもありません。
もちろん、今はそのような失敗はありませんので、
どうぞ
ご安心ください。

株式会社 コウキ
（北海道ディスプレイ協会）

鈴木亜紀子（企画・デザイン室）

帰宅前にはいつもその日一日取り組んだ仕事内容を
『業務日誌』
に記載します。
この「三年間」はそれだけでは
なく
『人を育てる・指導する』事への悩みも記していました。
年齢がひとまわり違う新卒A君が入社し指導を受け持
つ事となったのは、丁度三年前。真面目で言われた事は
きちんとするのですが気になったのは・
・
・
・覇気がない
・「気づき」が足りない
・人の輪に入ろうとしない
入社したばかりの頃そう振る舞うA君に「まだ分からない
のだから仕方がない」
と思い、次回からそうならない様に
助言しました。
しかし何度教えても注意しても、
そう振る舞う彼に対し、
私
の頭の中は、
呆れ・怒りの混じった「どうして？」でいっぱい
に！ 伝えても分かってもらえない事に悩み、
落ち込み、
何
度も泣きました。
もし私が男性だったならば注意を素直に
聞いてくれたのでしょうか？
そんなA君に私が望んだ四つの事。
1：まずは三年間頑張ってほしい。
2：学校で学んだ分野・得意な事は更に伸ばしていって
ほしい。
3：初めて取り組む分野に好奇心を持ち、挑戦し、覚え、
身につけてほしい。
4：一日でも早く
「会社の一員＝仲間」になってほしい。
一つ目は松下電器産業を一代で築き上げた経営者、
松下幸之助氏が説く
『どんな仕事だって“石の上にも三
年”』
に依るもの。
入社から三度目の春、
私が望んだ事の一つ目を達成し
たA君は会社を辞め別の道を歩み始めました。思い返し
てみると、
この「三年間」はジェネレーションギャップなのか
考え方の相違がよく生じ、悩んでばかりでした
（反面、彼
の成長を感じる事が出来た時や協力し合い大きな仕事
を完遂した時の喜びは大きなものでしたが）
あっという間に過ぎていった「苦い思い」が残った時
間。
この思いは決して無駄ではないと信じたいです。一緒
に働いた「三年間」が少しでも彼の
『力』
となっていますよ
うに。
そして、
ほんの少しだけでも私の
『力』
になっています
ように
（「三年間」で増えた白髪の分だけでも･･･）
この夏、
この願いごとを
『業務日誌』
に、
そっと記しました。

﹃ 人を育てる・指導する ﹄事への悩み

今回のテーマは「私の苦い経験」
ということですが、性格
的に苦い経験があったときにはドン底に落ち込みますが、
２〜
３日経てば立ち直り忘れてしまうタイプなので
（楽しいことは忘
れないが）
ちょっと難しいテーマだと感じております。苦い経験
といえば、
やはり仕事の上で失敗したことがたくさんありました
ので、
それを一部紹介したいと思います。
私は23年前、二十歳で当時福岡のディスプレイ組合会員
だった会社に就職しました。
その当時はまだまだ景気もよく、
大きな展示会、
博覧会、
サイン工事などたくさんの仕事があり
ました。新人だったのですが、
たくさんの担当を命じられ、
自分
自身がパニックになり確認不足による失敗が多かったような
気がします。
ほとんどが製作寸法、数量などの発注ミス。
クラ
イアントまたは協力業者などへの連絡漏れなど単純なことが
原因でした。
しかし、私の失敗で周りに迷惑をかけたのです
が、
結果的には、
なんとかうまく収まっていたので、
最終的には
苦いって程までいってないような気がします。
その当時のことですが、
ある大きな物件を担当しており、
打
ち合わせや図面修正などで毎晩３時ぐらいまで残業、朝は６
時に出社することが2ヶ月ぐらい続いたときがありました。
その
頃は街を歩いていて、
自動車にはねられて、死なない程度の
ケガで入院し、
休みたいと真剣に考えていたことを思いだしま
す。立ち直ったきっかけは、
その頃は毎晩遅くに食事をしてい
て、
たぶんラーメン屋さんだったと記憶していますが、
私と同じ
ぐらいの年齢の料理人が料理長に厨房の奥でものすごい剣
幕で怒鳴られていたのです。
そのとき、
つらいのは自分だけで
はなく、
どんな商売も大変だと感じ、
気持ちが晴れて無事に仕
事を終えたような気がします。
ある人から聞いた話で、人生10あるとしたら辛い事（苦い
こと）
のほうが７〜8ぐらいあり、
うまくいく事は２〜3ぐらいしかな
い、
でも自分自身の気持ちの持ちようでうまくいく事が３から４
になり、
そして５、
６とあげていく事が人間力につながると聞き
ました。確かに私の場合でも今まで生きてきた中で、
苦い経験
のほうが多いような気がします。
しかしその話のように苦い
事、
辛い事があってもポジティブに考えて、
きっといいことが今
後必ず来ると信じ行動したら,ちょっとした事でも幸せを感じら
れるように成りました。
最後になりますが、
現在は仕事も少なく利益も出しにくい厳
しい時代が続いております。今後、
世の中がどのようになるか
と考えると不安で眠れない日もあります。
しかしポジティブに考
えて行動したら、
きっと必ずいいことがあるということを忘れず
に精進していきたいと思います。

株式会社 マエダ
（東京ディスプレイ協同組合）

おぼろげな記憶を頼りに︑お話しした誤った説明

仁（専務取締役）

仲間と共に﹁自信を持って・諦めずに﹂仕事を楽しむ

渡瀬

気持ちの持ちようでうまくいく事が増えていく

株式会社 ワタセ工芸社（長崎県ディスプレイ協同組合）
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仙台市博物館は︑
昭和

月

うことで環境に配慮してお
小鳥のさえずりと共に木々の緑

れた展示室には︑国宝慶長

上記の様にリニューアルさ

ニューアルした仙台市博物館にぜひ

て お り ま す ︒歴 史 探 訪 の 折 ︑リ

市民の﹁憩い﹂と﹁癒し﹂の場となっ

に囲 まれた 仙 台 市 博 物 館は仙 台

遣 欧 使 節 関 係 資 料や黒 漆
おいで下さい︒

ります︒

五 枚 胴 具 足︵ 伊 達 政 宗 所
用 ︶︑銀 伊 予 札 白 糸 威 胴 丸
宮城県ディスプレイ協会

大 き く 取 り 上 げ ︑大 型の年 表や

合展示室では︑
仙台城と城下町を

方々はもとより 県 外︑
又は外 国か

し 連 携 事 業 を 行い︑市 内 ︑県 内の

ワーク﹂
︵ 略 称 ／ 歴 ネット︶を 結 成

照 明には︑最 新

圧 巻です ︒特にスタート直 前の静

三重県イベントディスプレイ

けさの中から︑
シグナルが点灯と同
時 に一気 に 高 鳴 る 全マシンのエキ

等と同 様︑全世界共通のお祭りで
もあります︒
スタンドのファンは︑
思

とも長ったらしい名称です︒今年の

日本グランプリレース﹂という何

愛 好 家 待 望のカメラマンシート 等

として︑売店・トイレが隣接した女

り︑今 年は特 別 企 画 観 戦チケット

万円

T Vでは 絶 対 感 じること

サ ー キットの 観 客 席 で は

れ たこ と が あ り ま す か ︒

キットで生︵ナマ︶
で観 戦さ

ンプリ﹂を日本最大のお祭りの１つ

元・地域と密着した﹁鈴鹿F１グラ

性 化 協 議 会 等 も 一 体となって︑地

オブザーバーとして参 画 ︑地 域 活

又︑
今年から観光庁︵JTA︶
が

㈲スズカサインボード 森寺静治

理事

協同組合

２つ目 はス

サッカーの カップやオリンピック

ナーは加 速 区 間なのです ︒F 1は

難いスピードで駆け抜けます︒
コー

ピードです︒殆どのコーナーを信じ

毛 根 全 開 状 態！

量です︒まさにアドレナリン噴出！

表 現でき ません︒とんでもない音

ゾーストの共 鳴はとても 文 章では

大内養一

具 足︵ 豊 臣 秀 吉 所 用 ︶等の

回

㈱オオウチ工芸

〜

千 人に達 してお

仙 台 伊 達 家から寄 贈された資 料
タッチモニター式パソコンを 利 用し

月に
のＬＥＤ を 用いた
照 明システムを 東
北 で 初 めて 採 用
し ︑省エネ 等 を 行

月８日︵ 金 ︶〜

い思いの応 援グッズで盛 り 上 がり
ます︒

コースとして誕生して以来︑
昨年リ

見 所は︑
やはりミハエル シ･ューマッハ
の復 活です ︒又︑
バルセロナ

があ り︑一 度は座ってみたいワンラ

チケットはすでに販 売されてお

ニューアルし︑今 年 も﹁ もっと鈴 鹿︑

G Pではアロンソをブチ抜

ンク上のV I Pスイート・プレミア

で︑盛り沢山の特典が付き

性 専 用のレディースシート︑
カメラ

もっと感動﹂をテーマに︑﹁F1日本

き︑
世界が認めた日本人ド

りも楽しみです︒

が出来ない物がいくつもあ

として︑
期間中様々なイベントが開

だそうです︒

り ま す ︒１つ目は音！ エ

催されるとの事です︒ぜひ生︵ナマ︶

30
キゾーストノーズはまさに

皆 さんは ︑F 1 を サー

で体験してみませんか︒

重 要 文 化 財 などがあ り ま
す︒
展 覧 会 を 年に

万

群︵伊達家寄贈文化財︶
の保管・展
ら訪れた方々に歴史と文化に育ま

年

ニューアルを致しました︒
リニューアルの最大のポイントは︑
従来の総合展示室を︑
総合展示室

グランプリ﹂が

日︵日︶
に開催されます︒正式な大

遊 園 地や 宿 泊 施 設 を 備 え た ︑
モータースポーツファンのメッカとも

会 名 称は﹁ 2 0 1 0

FIA

い え る﹁ 鈴 鹿 サ ー キ ッ ト ﹂︒

F 1 世 界 選 手 権シリーズ第

戦

1 9 6 2 年 に 本 格 的レーシング

けるよう行っております︒

て歴史の流れと展示資料に付いて

式 を 導 入し︑漆 器

に 保つエアタイ ト

示・研究のために建設され︑
市街地

月には︑
文化財保護
等の脆弱な資料の

年

法によって勧告︑
承認館に認定され
年
展 示 が 可 能 とな

ました ︒その後 ︑昭 和

至っておりま す ︒平 成
常設展示室が︑ 年振りに全面リ

4

りました︒

月に

昭和

跡にあります︒

れた仙台を︑
より深く理解して頂

して﹁ 仙 台 歴 史ミュージアムネット

の文 化 施 設７施 設 と 連 携

ります ︒最近では市内の他

均

開催し︑
近年入場者数は平

5

分かりやすく解説しております︒

と特集展示室の 室に改変し︑総

4

に隣 接 する青 葉 山の麓︑堀と土塁

年

5

展 示ケース内は湿 度を常 時一定

年に

18

に囲まれ緑あふれる仙台城三の丸

にオープンしました ︒昭 和
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3

新博物館としてオープンし現在に

61
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ム席は︑
ガラス張 りの室 内 観 戦 席
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MIYAGI
全国の会員のみなさんから、
イチ押しのスポット・イベント
を紹介していただきます。

藤装建 株式会社（宮城）
弊

社の前身は、株式会社

株式会社 ザムザ（東京）

藤崎の宣伝部工作室でしたが、昭和

こ

画プロデュース業務からスタートし、現在、
その活動の幅をディスプレイ

今日に至っております。

の世界に広げております。企画立案―制作―実施／施工までトータ

設立当初は、一般住宅の建築を手掛けながら、藤崎グループとして

ルでプロデュースさせていただいております。特に、確たる
「コンセプト」

藤崎本社の催し物会場設営・看板をメインに、売場の内装工事などを

を作り上げ、
イメージを構築していく作業が大切であると考えています。

主な事業としてきました。

商業施設では、
プロモーションイベントとの連動を考えた装飾
（シーズン

その後、営業企画部を設置してからは時代の流れに対応し、
Ｄ・Ｃブ
ランドのショップ施工などを手掛け、現在では藤崎本社のリモデル工
事・テナント工事・改装・元階装飾・ウインドウ装飾・催事場設営を行うと
共に、
ＪＲ東日本のＮＥＷ ＤＡＹＳ売店工事・市内ホテル等の看板等も

人材派遣

の度入会させていただきました、株式会社ザムザです。弊社は企

34年３月会社設立の運びとなり、平成21年には創立50周年を迎え、

の

法改正概要

装飾、
クリスマスイルミネーション、
バレンタインなど）
を中心に展開して
おります。
時代を見据え、柔軟な発想、軽快なフットワークで、
「驚き」
と
「感動」

について

をお客様に与えられる仕事を目指していきます。
何卒、
ご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

受注し、各方面から高い評価をいただいております。
また、単に受注し製作するだけでなく、
お客様のニーズにあったご提
案のできる集団を目指し、適切な設備投資をしつつ社員教育にも力を
入れ、
さらなるスキルアップに繋がるよう日々取り組んでおります。
今後とも藤崎の関連企業として、本社な
らびに社会へ貢献できるよう、全員で努力
して参りますので、
より一層のお引き立てを
賜りますようお願い申し上げます。

仙台市青葉区一番町1-15-25

港区南青山6-2-2
南青山ホームズ307・301

藤装建 株式会社
代表取締役社長

株式会社 丹青社（東京）
人

株式会社 ザムザ

木村潤一

代表取締役

山谷征司

株式会社 東美（東京）

と人、人とモノ、人と情報が行き交う場。
それを丹青社では
「社会

交流空間」
と位置づけ、魅力ある
「社会交流空間」づくりについて幅
広くお手伝いしております。企画・デザイン・制作から運営まで、
お客さま

こ

のたびは
（社）
日本ディスプレイ業団体連合会に入会させていた

だき誠にありがとうございます。
弊社は1971年１月にテレビ番組の美術製作を業務目的に設立し、

雇用の不安定化に起因する格差社会の元凶と言われる派遣

と
「正しい請負」の2つに絞られます。直接雇用では日単位での職

のニーズにあわせてさまざまな専門能力を組み合わせ、空間づくりの問

今年で設立から39年を数えることができました。
その間、
お客様やご協

労働から労働者を保護する目的で派遣法が改正されようとしてい

業紹介機能の利用も可能ですが、
１ヶ月以内での賃金支払い原

題解決をあらゆる面からサポートいたします。

力会社様の多くの方々のご指導をいただき、木工を中心とした展示会

ます。製造業への派遣や登録型派遣の見直しと共に、当業界に

則等からも全ての企業にとっての解決手段にはなり得ません。業

設営、
イベント設営、舞台等の業務にも携わってくることができました。

最も影響のある
「日雇い派遣の原則禁止」が盛り込まれています。

界としては「正しい請負」
を選択して進むべきだと考えます。
「正し

これは日々又は2ヶ月以内の期間での派遣を禁止するもので、
法案

い」
とは発注元が下請人材企業の現場管理力や作業員不足によ

が可決されれば半年後に施行されます。7月現在、政局が不安定

る派遣的再下請の有無を確認すること、
同一作業を複数企業へ

なため施行時期は不透明ですが、
反対政党の少ないこの法案は

発注する場合に責任範囲を明確にして曖昧な混在作業をなくす

早ければ来春にも施行されるでしょう。

こと、
何よりも現場で下請労働者に直接指示をせず労務管理を任

商業・サービス施設はもとより、博物館・美術館・ショールームをはじ
めとする展示施設や各種イベント・展示会などすべての｢社会交流空

また、近年には木工分野以外のシステム等の取り組みも行っておりま

間｣をフィールドとして、丹青社はさまざまなニーズや技術、
あるいは人や

す。

企業を結び、
より良い空間を実現させるお手伝いをしてまいりました。

少人数の会社ですが、今まで培ってきた技術を基礎に、
より多くの

空間により事業展開されるお客さまの事業の成功を支え、
またそこに

皆様に喜んでいただけるものを創造していきたいと考えております。

集う利用者の方には感動や安らぎ、潤いなどの情感をお届けする――

どうか皆様のご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます

双方の「こころ」
を動かし、
その想いを形にする空間づくりに、今後とも

イベントや展示会等では、
作業日数の短期性や日々必要な人材

せることです。
そのために担当者レベルでの請負知識の啓蒙を常

量が変化する特性から派遣的人材活用が存在し、
また契約上は

に行う必要も生じます。繰り返しますが、
請負が正しいかは契約上

け、構成員の皆さまとともに歩んでいくこと

請負としていても指示系統や労務管理等の実態が請負とは見な

ではなく現場の実態により判断されるのです。

ができましたら幸いです。よろしくご交誼の

されない現場もあります。
そういう特性だからこそ、
禁止と言われて

最後に、業界をあげて請負化推進と同時に安全作業の徹底に

も仕事にならないという声もあるでしょうが、違法派遣や偽装請負

ついての議論が必要です。違法派遣や偽装請負は「労災事故の

が発覚すれば業務改善や業務停止命令が下されます。
こうした

発生」
と
「労働者の告発」により発覚するケースが大半だからで

措置は下請人材企業だけではなく発注元企業にまで及び、法改

す。形式的な請負化に留めず、
安全な労働環境構築をも並行して

正前後の摘発強化によって企業名が公になれば１社の不祥事が

業界基準づくりを推進する必要があるのではないでしょうか。

全力でつとめてまいります。
本会加入にあたりましては、業界の発展と社会的地位の確立にむ

ほどお願い申し上げます。

千代田区神田神保町1-62

台東区上野5-2-2

株式会社 丹青社
代表取締役社長

青田嘉光

株式会社 東美
代表取締役

橋口泰夫

業界全体のイメージを低下させる事態にもなりかねません。
ですか
ら各企業が危機感を持って改善の道を探る必要があるのです。
では、
今後どのようにすれば良いのか？ 選択肢は「直接雇用」

13

株式会社マッシュ
代表取締役 渋谷紀之

12

ニッポンディスプレイへの広告は下記へ

6月 7月

広報専門委員会

鳩山内閣が8ヶ月で終焉をむかえ迎え、菅
新内閣が発足致しました。

も同様に、
どのように？ どんなスピードで？

へとつなげていけるのではないかと考えてい

誰が？…。

る今日この頃です。

「国民の信頼回復」や「経済・財政・社会

所属しているチームが良くなる為には、
チー

最後になりましたが、本号の発刊にあたり

保障の一体的立て直し」
といった内閣の基

ムリーダーが素晴らしい偉人であっても良くな

多くの方々からのご協力を頂きました。心より

本方針に沿って政権の重要課題に取り組む

るとは思えません。
リーダーとその仲間たちや

御礼申し上げます。

方針だそうです。

組織の間を埋めることができる“共有した思

ふと振り返って考えてみると、各企業にお

い”や“指針”等々がそのチームを高みへと導

いても同じ課題が山積している感が拭えませ

いていくのではないかと考えます。木の幹では

ん。“信頼回復”には、明確な方向性と実行

ありませんが、土地に深く広く根付き、枝振り

力、
そしてそれに伴う結果。“一体的立て直し”

を大きく日の光を一杯浴びてこそ、次の新芽

開催 6月8日
会場 ディスプレイ連合会 会議室
出席 永田（委員長）横田（副委員長）荒川（信）
・
荒川（弘）
・松尾・鈴木（専門委員）田中
（専務理事）
古川・竹内（事務局）恩川
（日本印刷）
議題 ①7・8月号の進捗状況 ②9・10月号の編集
企画について ③その他

広報委員会

広報委員会委員
TSP太陽株式会社

荒川弘毅

開催 6月15日
会場 ディスプレイ連合会 会議室
出席 永田（委員長）横田（副委員長）田中（専務
理事）古川
（事務局）
議題 ①広告とHP（便利帳含む）
の収益について

職長・安全衛生責任者教育講習会
開催
会場
講師
受講

6月15〜16日
仏教伝道センタービル
（東京）
小野芳史
25名

正副会長会

開催 6月24日

ディスプレイ振興委員会

開催 6月28日
会場 ㈱乃村工藝社（東京）
出席 渡辺（委員長）兼平（副委員長）田中（専務
理事）古川・小松﨑（事務局）
議題 ①ディスプレイ産業賞審査委員会運営につ
いて ②その他

ディスプレイ産業賞2010審査委員会
開催
会場

6月28日
㈱乃村工藝社（東京）

教育研修委員会

開催 6月29日
会場 ディスプレイ連合会 会議室
出席 奥下（委員長）吉崎（副委員長）孝野・藤田・
橋本・小作（委員）
田中
（専務理事）古川
（事務局）
議題 ①｢職長･安全衛生責任者教育｣･｢統括安
全衛生責任者教育｣講習の受講者増強について
②今後の教育研修事業の進め方について ③人
材派遣業法の改正問題について ④その他

職長・安全衛生責任者教育講習会
開催
会場
講師
受講

7月5〜6日
仏教伝道センタービル
（東京）
小野芳史
15名

西日本地区委員会

開催 6月24日
会場 ディスプレイ連合会 会議室
出席 浜田（会長）田口・山本・渕田（副会長）田中
（専務理事）
議題 ①今年度の運営について ②全国大会の
報告について ③その他

幹部会

会場 ディスプレイ連合会 会議室
出席 浜田
（会長）
田口・山本・渕田
（副会長）大内・
清水・渡辺・土井・後藤（常任理事）奥下・永田（理
事）
田中
（専務理事）古川
（事務局）
議題 ①今年度の事業活動について ②その他

開催 7月9日
会場 料亭「春駒」
（福岡）
出席 渕田（委員長・副会長）田中（副委員長）後
藤（委員・常任理事）孝野・盛重・中田（委員）浜田
（会長）田中（専務理事）土井（常任理事）西野・松
本・馬詰・緒方・谷川・濱田・木本・梅北・山口・徳光・波
田・平川・梶山・須田
（オブザーバー）
川合（事務局）
議題 ①会務報告 ②事業報告 ③全国大会
報告 ④平成21年度西日本地区補助費収支報告
について ⑤各地区の現状及び日デ連への要望

について ⑥次回委員会（平成23年1月）
について
⑦その他

統括安全衛生責任者教育講習会
開催
会場
講師
受講

7月12日
仏教伝道センタービル
（東京）
小野芳史
20名

東日本地区委員会

開催 7月16日
会場 仙台ガーデンパレス
（仙台）
出席 田口（委員長・副会長）大内（副委員長・常
任理事）森田（副委員長）土井・清水（委員・常任理
事）駒林・高橋・奥下・吉村（委員）浜田（会長）田中
（専務理事）倉田（相談役）佐藤・桜井・土田・大森・
平尾・安達・伊藤・山田（オブザーバー）古川（事務
局）
議題 ①会務報告 ②事業報告 ③全国大会
報告 ④各地区の現状ならびに日デ連への要望に
ついて ⑤その他

渉外委員会

開催 7月21日
会場 ホテルモントレー大阪
出席 土井（委員長）芝本・
（副委員長）堤・山本
（委員）浜田
（会長）
議題 ①第43回全国大会における海外交流セミナ
ーについて ②その他

中日本地区委員会

開催 7月23日
会場 静岡グランドホテル中島屋（静岡）
出席 山本（委員長・副会長）橋川（副委員長・常
任理事）寺本・小作・橋本・川口
（副委員長）奈良間・
太田・市橋・山田・宮上（委員）浜田（会長）田中（専
務理事）中田・太田・榎本・小林・倉方・鈴木（オブザ
ーバー）宮田
（事務局）
議題 ①会務報告 ②事業活動報告 ③全国
大会報告 ④各単組の現状並びに日デ連への要
望について ⑤平成21年度中日本地区委員会決
算報告 ⑥第2回中日本地区委員会開催県につい
て ⑦その他

ケーエスエム

賛 助 会 員 募 集 中
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