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○会長あいさつ

本柳

福島県インテリアコーディネー

ター倶楽部は、創設27年目に入
りました。会長をお引き受けして
から早くも2年が経過致しました。
お陰様で活気ある活動を続けてお
・レて

発行

ります。

事務局、各委員長、役員の全員

がそれぞれの役目を果たし充実した会運営を遂行する
事ができました。御協力感謝申し上げます。
初年度は福島県内各地の会員相互の聖賢と親睦を深
める為の会として、夏は郡山で納涼会、秋は会津研修
旅行、冬はいわきハワイアンズ忘年会、新年会は郡山、
春には福島で花見の会をセミナーと共に開催致しまし
た。
29年度はスキルアップを中心にした各種セミナー
を計画。総会の2週間後には北海道へ研修旅行に行き、
旭川の国際家具デザインフェアへ参加。家具の製造工
程見学やモダンデザイン椅子の研究家・織田先生にも
お会いできた事など、実りある研修旅行となりました。

平成29年度
6月7日湘

清子

秋には、新会員募集の為のセミナー兼昼食会も開催、
インテリア産業協会様と会員、要助会員の皆様のご協
力で6人が入会され、今期合計9人の新入会員を迎え
ることが出来ました。
＿＿この2年間に開催したセミナTは、「デザイ＿ンの力」

に始まり、和壁紙、本郷焼の窯元見学、プリザーブド
フラワー、カンデイハウス様の説明会、アロマ作り、
「アートのある暮らし」、北海道家具デザインフェアの

参加、照明、カーテン、タイル、風水・家相等様々な
勉強会をしました。諸活動は、団体になればこそのメ
リットです。

東日本大震災から7年経過。福島県では原発問題も
ありました。住まいに対する考え方も変化しています。
環境、健康、ZEH、安全、品質、女性の社会進出、高齢化、
中古住宅のリノベーション。汀からAlの時代、外出先
でも家中をコントロールできる等々。FICが縦糸とし

たら会員は横糸、スキルアップを重ね、デザイン性の
ある上質な布を織り成すように、今後も多様で素敵な
IC倶楽部であって欲しいと願います。

定時総会

郡山市公会堂

一般社団法人

「琴

講師：枝澤 佳世氏
代表理事

アートのある暮らし協会

「インテリアとして

おもてなしとして
アートを手に入れ楽し
む」空間づくりのヒン
1、と方う去を学んだ。

講師の枝澤先生と共に

く郡山市公会堂〉
会場の郡山市公会堂は大正13年に市政施行を記念して建設され国の登録有形文化財に
登録されている。平成17年のリニューアルで建設当時の御影石の外壁、ルネサンス様式
の天井、ステンドグラスをはめ込んだ窓などが復元された。
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旭川ツアー

圭E壬迫

6／21㈱〜6／23僅）
㈱カンデイハウス「TSU−MU」のイ
ンスタレーション前で。

国際家具デザイン旭川開催は立役者
のひとりカンデイハウス創業者長原賓
氏「30年戦略J により続けられてい
る。正に「積む」の努力の成果がここ
かしこに見ることができた。

ASAHIKAWA2017

的1we。う25su。

椅子はBARCAJakobjoergensen作

rデザインが遺産になる」

国際家具デザインフェア旭川2017

﹁美しい暮らし﹂ を提唱する
織田憲嗣氏と共に

㈱カンデイハウス藤田哲
也社長と共に。ファクト
リー見学、IFDA記念パー

ティーなど今回大変お世話
になりありがとうございま
した。

叩㍉．世．

IFDA10回記針開館35周年記念

北海道立旭川美■術館
デンマーク・デザインの魅力
一織田コレクションと旭川−

〃Ia〃七g／／

TheCharmofDanishDesign：

TheOdaCollection

美しく機能的なデン
マーク・デザインの巨匠
たちの椅子や日用品を織

第1回ウェグナー賞フィン・
ユール協会名誉理事のODA先
生はデンマークでは国民的有名
人なのです。「良いものを長く

田コレクションから展
覧。織田コレクションと
旭川の30年にわたる関
わりも紹介します。

使い続ける」精神をご紹介して
います。

東川町文化芸術交流センター
レ・クリントの灯り

北の住まい設計社
﹁衣食住﹂すべてにこだわりを

持ったモノづくりの会社です

こ￣笥

く食のデザイン〉
大地の恵みをたっぷりと（カンデイハウス屋上にて）

●
ASA川KAWA

Hokkaido
◎FIC No．472018

㈱アルフレックスジャパンより
インヴイテーションカード

善吉副会長
伊藤セミナー委員長
大活躍でした

一・，＝

r世界で一番美しい椅子」㊧

ハンス・J・ウェグナー（1914−2007）
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インテリアセミナー 〜いっしょに学んでスキルアップをしませんか？〜

・：・筆3部ステップアップセミナー

◎第1部へ−シーノアセミナー や第2部ランチ交流会
45名

会員と初参加の皆様とマッチング。

賛助会員はメーカーPRを。

今季享三一

たくさんのスライドとサンプルを

使って見たり触れたりできました。

コ5名
講師∵奈妻芸芸

箋師⁚貰サンゲツ
木皿菜々氏

＿聖

参加者

アーマテラスにてランチを

参加者

ここ蔓

一寸沈溺⊥

参加者

照明計画の応用テクニックを養えて
頂いた。実用的なセミナーに。

予想を上回る参加希望をいただき、急きょ、会場を広い部屋に変更してもららて対
応しました。
ICは、常に新しい情報と、確かな知識を取得していかなければならないと考えてい
ますが、やはり向上心の高い方が集まっていたようです。今回の一番の目的でありま
した、 fICの活動のPR ができたのではないかと思います。結果として6名の新入会
をいただいたのは大成功でした。
今後とも、新会員の方をまじえて、よりセミナーの充実を図り、会員個人のスキルアッ
プだけでなく、FICも会として発展していけるように努力していきたいと思います。

伊藤クミ子セミナー委員長報告

FlCにはいろいろな職種の方々が齢雷も お互い切磋琢磨して日々の仕事に励んでいます
／プ熟、

NewFace自己紹介

横尾理香子さん

項

積水ハウス㈱
黒田

瞳さん

郡山市在住
1■イ

村越住建㈱ 設計部勤務
畑違いのところから入って約1年0まだまだ

ダy算

郡山市在住

郡山支店勤務

Q：「華道を極めていらっしゃるとお聞きし
ていますが」A：「華道歴は38年になります。

池坊中央研修学院卒業後も研環し、仕事が休
みの日には若干名の生徒さんに教えています」。なかなかの腕

等霊屋窒詣嘉だ子ござ芸、芸子忘孟孟宗警三雲警ご芸芸急吉富走這妄孟妄諾意詔蒜荒さナ嘉島彗
画鑑賞0ホラー映画以外何でも観ます0どう ンサルタント、煎茶道教授などお持ちで寸暇を惜しんで勉強し、
ぞ宜しくお願い致します。
より高みを目指しているようです。（取材：渡部きぬ子）

¶河田 恵美さん
㈲D．0．A空間工房「ドア」勤務
郡山市備前舘

五十嵐かおりさん
㈱一条工務店

大内由美子さん

佐川

のあ・キッズルーム

インテリアスタジオK

圭介さん

イーコンセプト㈱

郡山市在住

いわき市在住

須賀川勤務

鈴木

明美さん

谷

睦子さん

セキスイハイム東北㈱
勤務

佐藤

会津若松市

正江さん

㈱ランドエル勤務
郡山市安横町

くあおもりインテリアコーディネータークラブ 創立20周年記念〉 本柳会長・斉藤事務局出席
八戸ポータルミュージアムrはっも」にて

企画イベント

2017．12／8Fri

r小さく暮らすってどういうこと？J〜居心地の良さを考える〜

FICNo．472018◎

2017．12／6wed

くセミナー＆忘年会〉

＆

懇親会

○セミナー：インテリアトレンド＆タイルについて
講師：川原
息

2018．2／14wed

セミナー

舞子氏

く新春バレンタインデーの集い〉

○セミナー：家相・風水について
講師：藤倉 功氏（エムプレックス代表）

LIXル

郡山中央公民館

（アロマリラクゼー
ション・気学・イン
ド占星術）
コラツセふくしま
にて

「日本で初めて

○忘年会：新会員歓迎会も同時開催

㊥新年会：コラツセふくしま展望レストラン「きいちごJ

∵㌻＋三 バレンタインデーの集い▼
∵葦∵うヽ 参加男性にはチョコ？

年忘れビンゴゲーム「何当たった？」海鮮居酒屋はなの舞にて

くホームページ〉
棄藤

立手

担

当

管理者
＿L二一一一丁・一一▼￣

厳しい冬が過ぎ、やっと春らしくなってきました。先日、福島開催の2

月のセミナーが終了し役員改選の時期になりました。振り返ると、昨年は
旭川の研修旅行がありました。役員さんのプランニングとカンデイハウス
さんのご厚意もありとても楽しい研修会になりました。北海道の素晴らし
い環境と作り手から生まれる美しい家具、織田先生の椅子のコレクション
にも感動しました。焼き印を入れて作った敷板はお花
を飾る時に今も使っています。北の方面に緑があった
．
ようで12月にはあおもりIC倶楽部の20周年記念イ
ベントにも参加して来ました。リンゴ箱を使ったインテリアなどいつもユ

ニークな取り組みをしている倶楽部です。今回は「小さく暮らすってどう
いう事？」をテーマに様々な視点でインテリアをとらえていました。倶楽
部によって活動は様々ですがFICも皆さんの協力で意義のある活動ができ
ました。それぞれ忙しい中有難うございました。これからもFICを通して
楽しく自己研鐸できるといいですね。

⑳FIC No．472018

縁の下の
力持ちのお二人

く事務局だより〉

幸田俊彦副垂員長 押山勝男

リニューアルしました。

情報満載の会員のページ
をクリックしてみて下さい。
皆さんで紡いできた1つ

1つの記憶が蘇ります。
「記憶は遺産」。

