＜事務局だより＞

齋藤
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総会、２５周年記念講演会、懇親会と皆様大変お疲れ様でした。６月２８日に第１回役員会
が開かれ新役員でスタートしました。福島、白河、会津、いわきと福島県の東西南北から郡山
へ集合しての役員会。忙しいところいつもありがとうございます。楽しく何か新鮮味を加えた
活動ができるといいなと思っております。皆様のアイディアをぜひお寄せください。ご協力よ
ろしくお願いいたします。

＜いわき事務局＞

永山

＜福島事務局＞

護

この度、IC倶楽部福島いわき支部の役員に推薦され大
役を仰せつかりました事、責任を持って推進致すところ
でございます。これから少しずつ倶楽部の向上を図るに
あたり、まずは年間行事である忘年会です。いわき支部
主催でいわき市常磐にありますスパリゾートハワイアン
ズで実行致します。実は、ハワイアンズの歴史とは昭和
４０年から今現在に至っておりますが、実は私と同じ年
齢であります。そんな意味深い場所で役員初の忘年会を
主催できる事になり大変に光栄であります。

＜総務会計委員会＞

今年度の総務会計委員長を務めさ
せていただきます、佐藤由美子です。
総務では、会員名簿の管理や各文書
の発送、セミナー参加の集計など。
会計では、年会費集金や経理などの
入出金業務を担っております。
会員の皆様へのお願いですが、年
会費納入や各申し込みの際に期限を
守って頂くことで、担当委員の手間
と負担が軽減されるだけでなく、会
の経費も節約となります。ご協力く
ださいますよう、宜しくお願い致し
ます。

ICは、いつもアンテナを高く立て
て、インテリアに関する事だけでな
く、暮らしにかかわる新鮮な情報を
キャッチしなければ…ですよね。
そんな好奇心旺盛な会員の皆さま
と、情報を共有し、刺激しあえるセ
ミナーを企画して参ります。
来年度は、ちょっと遠方への研修
旅行も計画中です。どうぞお楽しみ
に〜！！
セミナーに関する情報やご希望も、
どしどしお知らせください。
２年間よろしくお願い致します。

伊藤クミ子委員長

小野なつ子 さん

羽田

小野光匠
大沼郡会津美里町字北
浦甲2721‐３‐102
「茨城から結婚を機に
会津に移り住みました。
主人が設計、義父が大
工、私がICを務めてお
ります」

株式会社 サンゲツ
東北支社福島営業所
「今年度初めての参加です。２０代
です」。

Ono

Natsuko

史也 さん

Dewa

Fumiya

トキワ産業 株式会社
仙台営業所営業部
「壁紙のトキワです。入社間もない
のですが所長の代理で来ました。初
めての参加です。」
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Masahiko

FUKUSHIMA

New Face

佐藤

Sato

出羽

公彦さん

Hada

悦子さん

Etsuko

平成28年度定時総会
25周年記念講演会・祝賀会

よろしく！

株式会社 亀岡工務店
デザインスタジオ所長
1級建築施工管理技士・宅地建物取
引責任者
「一時休会しておりましたが、今年
度から再開し、福島事務局の副を務
めます。役員会には2度出席致しま
した」。

発行

特別号

編集・発行／福島県インテリアコーディネーター倶楽部
広報委員会

時子

事務局／白河市みさか 1−3−16 齋藤
http://fukushima-icclub.com/

福島の事務局を担当します、宍戸です。来年４月のセ
ミナーは、福島市での開催でもありますので、福島在住
のアロマの先生をお迎えし香りのインテリアと題して学
ぶ事が出来ればと思っています。バスソルトなども作り
たいと考えています。セミナー委員会の方々と協力しな
がらバックアップしたいと思っています。花よりダンゴ
といわれますように美味しい物を食べながら皆様と交流
の場を設け楽しいお花見にしたいと思っています。

＜セミナー交流委員会＞

佐藤由美子委員長

宍戸

2016 年８月10 日

「日大との共同研究報告」

＜広 報 委 員 会＞

この度本柳会長より指名を受けて
引き続き広報委員長を仰せつかりま
した。図らずも今回のFIC press№
４５で前回の２５周年特別号の完成
版として発行する形になり光栄です。
今後も記録として皆さまのお手元に
保管していただけたら幸いです。
＜ホームページ押山より＞
私事により皆さまにご迷惑をおか
けし申し訳ありませんでした。お蔭
さまで快復しましたので、今後は情
報がありましたらまず、事務局にご
連絡下さい。迅速に対応致します。

▲平成２８年度定時総会におい
て本柳清子さんが２０１６〜
２０１８年平成２８年度〜平
成２９年度十二代会長に就任
しました。｢２年間、皆様のご
協力、ご支援宜しくお願いし
ます｣本柳清子会長

▲｢日本大学工学部建築学科｣と
の｢いわき市立共立病院病棟｣
の共同研究の結果報告。責任
担当者の車田さん、２年間と
りまとめ役として大変お疲れ
様でした。参加された方々、
ありがとうございました。

定時総会・記念講演会・祝賀会

25th Anniversary

渡部きぬ子委員長

編 集
後 記
２５周年記念イベントの熱が冷め
やらぬうちにとタイムリーに発行す
ることに。第１回役員会終了後すぐ
に編集に取り掛かって８月１０日完
成を目指しました。「分かりやす
く・読みやすく」をキーワードにし
ておりますが、今回「迅速に」をプ
ラスしてのお届けになりました。
せっかちなわたしですが、委員会
も構成されたので、まずは委員会を
開いて編集会議を持ってみたいと思
います。
FICの高倉健こと押山勝男も戻っ
てきましたので、ホームページのご
活用も宜しくお願い致します。
広報委員会

新会員に津田佳美さん、横尾理香さんが入会しました。次号でご紹介します。
お楽しみに。

▲顧問の若井先生のご発声により｢乾杯！｣

▲アトラクションでは大当たり！のくじを引いた方々に福島名産品を

2016 年６月８日

▲宮城県インテリアコーディネーター倶楽部の方々もご一緒に

ホテル辰巳屋

Fukushima Interior coordinator Club
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インテリアから発信

デザインの力

FIC 25周年記念講演
橋本夕紀夫デザインスタジオ代表
インテリアデザイナー 橋本 夕紀夫氏

無記名
主

会長就任あいさつ

〜福島の復興への想い〜

株式会社 乃村工藝社 A.N.D（Aoyama Nomura Design）
エグゼクティブ・ディレクター 小坂
竜氏

7名
14％

婦

1名

2％

自営業

1名

2％

会社員

5名

10％

デザイン関連
2名 4％

〈記念講演アンケート集計結果〉
【職

業】
IC
15名
29％

建築・設計
20名 39％

【性

別】

男性
18名
女 性 35％
33名
65％

【会員・非会員】 【セミナーの評価】
会 員
8名 16％

よかった
11名 23％

非会員
43名 84％

とてもよかった
37名 77％

【主な感想】
・８０年代から現代まで紹介いただいた空間は魅力的で刺激的でした。デザイン
の力がわきあがる、その原動力はどこにあるのか、とても興味深く感じました。
理不尽な時代があるからこそ今のエネルギッシュなデザイン力につながってい
くのでしょうか。
・素材に関する考え方、自然素材とフェイクの融合、第３の可能性等とても参考
になりました。
・和の素材をいつまでも古臭くなく他の素材と組み合せて空間を作るという考え
を仕事としていく上で取り入れることができたら良いなと思った。多くの物件
を苦労された体験もまじえてお話を聞く事ができたので大変よかったです。
・お二方から出る言葉の数々が心に響きました。「滞在する時間が長い空間ほど
デザインの寿命を考える」
・テーマとなっている「デザインの力」について、お２人のコンセプトの遍歴や
成長や仕事の幅についてビジュアルでよく読めました。仕事に生かせる部分も
多くありました。正直コストの関係でなかなか本物が使えなくモンモンしてい
ますが、長く使える空間としての住宅を作っていきたい。
・デザインはもちろんオーナーさん、そして作家さん、職人さんたちとの出会い
が大切だということ、そして若い頃の経験は、いいことも理不尽なことも糧に
な るんだと…わかりました。
・８０年代〜００年代のデザインの変遷が興味深かったです。（なつかしくもあ
り…）職人との関わり方やデザインの最先端と工芸や和のあり方の関係性がお
もしろかったです。
・日本の素材・技術を残す空間をこれからも造ってほしい。
▲喜古さんの企画力・段取り打ち合わ
せで記念講演会は大成功。

５１名の方から回答を得ました。ご意見・ご感想もたくさん頂きましたが、紙
面の都合上一部抜粋してお知らせ致します。（詳しくはホームページをご覧下さ
い。）

主催：公益社団法人 インテリア産業協会 東北支部
共催：
福島県インテリアコーディネーター倶楽部

（小野なつ子集計・報告）

From Kyoto

ももりんさ〜ん
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FIC25周年本当におめでとうございます。
今、私は４年前から京都在住になりましたが、福島の皆様の事は忘れた事はあ
りません。インテリアのキーワードで繋がり、笑ったり、泣いたり？しての毎月
ある会議。楽しかったですね。
２００９年に橋本夕紀夫様をお招きした時、郡山駅で緊張して改札に立ったの
を思い出します。当時、直接事務所にお電話しての講演会の交渉で、手に汗をか
きながらお話しました。
ご縁があり、その後ペニンシュラ東京で解説を聞きながら見学をさせていただ
き有難うございました。
FIC及び皆様の益々の御発展をお祈りいたします。
京都在住 七海 恵子

本柳 清子

2016
〜2018 年

お陰様で福島県インテリアコーディネーター倶楽部
（FIC）は２５周年という節目の年になりました。時
代の流れと共に歴代の会長様のそれぞれのご尽力のも
と、様々な経験と勉強と絆を深め活性化してまいりま
した。
私たち IC を取り巻く環境は日々変化しております。
環境の問題、住宅性能の向上、健康問題などもありま
した。これからも、再生可能エネルギー問題、高齢化
社会、空き家問題、住宅のIT化、リノベーション等々
留意しておくべき事は沢山あります。また、５年前に
起きた東日本大震災はそれまで経験をしたことが無
かった甚大なものでした。私たちの住む福島は原発事
故により多くの被害を受け、まだまだ復興の途中です。
そして４月の熊本地震では被害の大きさを知り、想像
を超える力に我々は無力ではありますが「家」という

▲「役員一同宜しくお願いします」

＜2016

平成

28〜平成 29年度

十二代会長

ものがいかに家族の命や財産を守る大切なものかを
再認識致しました。私たち IC はより安全で便利で暮
らしやすい家づくりのお手伝いさせていただく仕事
です。倶楽部では IC 自身のスキルアップとそれぞれ
のお客様の満足と実現のためのお役に立つようなセ
ミナーを提案し開催していきたいと思います。
現在はインターネットで多くの情報も簡単に取得で
きる時代となりました。SNS の利用や FIC の情報も広
く発信していければと思います。
今年度の活動は、次期総会までの年間のスケジュー
ルを決め役員と賛助会員様との連携を繋げながら進め
ていく予定です。広報誌や HP を活用しながら FIC の
会員となっていて良かったと思えるような有意義な活
動をしていきたいと思います。皆様のご協力よろしく
お願い致します。

▲「６月28日、坪井事務所にて第1回役員会を開催

▲25周年の記念品｢会津木綿｣の名刺入れ

平成28年度定時総会・FIC25周年記念講演会・祝賀会＞

去る６月８日に福島のホテル辰巳屋で開催された、
定時総会では出席会員、委任状合わせて会員の過半数
を持って、㈱三條屋宮川伸一朗を議長に審議され役員
の選任、予算、決算が承認された。
FIC２５周年記念講演会には、対談｢デザインの力｣
に橋本夕紀夫氏、小坂竜氏をお招きし、両氏の若いこ
ろの苦い思い出など失敗談を交えながら、これまでの
お仕事の変遷を対談形式で伺った。会場は約１００名
の参加でほぼ満席になった。
今や最先端の現場、国際ステージでご活躍するお二
人である。例えば、小坂氏は外資系のホテル｢マンダ
リンオリエンタル東京｣（日本橋）メインダイニング、
橋本氏は｢ザ・ペニンシュラ東京｣（日比谷）において
伝統と言う枠にとらわれない伝統工芸とモダンデザイ
ンを融合し「日本｣を表現している。日比谷の｢ペニン

＜熊本インテリアコーディネーター協会にお見舞いを＞
熊本地震で被災された皆様に
謹んでお見舞い申し上げます。

５年前の震災を経験した私たちにとって４月に発生し
た熊本の震災は他人ごとではありませんでした。九州IC
協会協議会様より義援金をいただいていた経緯もあり、
先日当クラブより熊本県インテリアコーディネーター協
会様へ御見舞金（２万円）を送金致しました。
問い合わせした時の熊本県IC協会事務局殿村様の返信の
一部です。
「今回の震災に関しお心遣い頂きありがとうございます。
会員の中には自宅の倒壊・半壊など被害に遭った者もお
りますが、ケガなどなく無事過ごしております。この度
のご厚意ありがたくお受けさせていただきます」
。

シュラ」は数年前にFICのメンバーで見学に訪れてお
り、橋本氏のデザインコンセプトは肌で感じている人
も多い。｢バブルがはじけた、その時に新しいパワー
が生まれる｣ことを体験しているお二人のデザイン空
間｢デザインの力｣に２０２０年東京オリンピック開
催に向けて、お目にかかる機会が多くなるだろう。
あっと言う間の２時間が過ぎて、午後６時には祝賀
会に入った。２５周年記念なので、東北６県の各コー
ディネータークラブの方々をご招待し、美味しい料理
に舌鼓を打ちながら、アトラクションを楽しみ盛会の
内にお開きとなった。
（祝賀会では数年に渡る車田会員撮影作成のスライ
ドショーが流され懐しい思い出にフラッシュバック
…。）
（渡部きぬ子報告）

Seminar Schedule

9 月 7 日㈬

リリカラセミナー・納涼会（郡山）

10月19日㈬
会津小旅行。本郷焼見学・七日町散策。
11月29日㈫
セミナー・忘年会（いわきハワイアンズにて）
2 月 8 日㈫
セミナー・新年会（郡山）
4 月19日㈬
アロマテラピーセミナー・お花見会（福島）
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