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福島県インテリアコーディネーター倶楽部は、お陰
設立当初か ら 顧 問 と し て お 世 話 に な っ て い る 若 井 先 生
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松本

りか

はじまりは、初代会長の「佐川さんからの手紙」で
した。
F I C 設立に向けてメンバーが顔をあわせたのが平
成２年。平成３年の設立から25年、事務局担当になっ
て４年が過ぎました。とても怠け者の事務局におつき
あいいただきありがとうございました。
この号がでるころは新体制でのスタートです。設立
当時メンバーも、たくさん残っています。かわらない、
と思ってはいてもやはり25年は長い！！親子どころか、
孫とおじいちゃんほどの年齢差の方も・・・。入会し
たばかりの人も、これから資格を取ろうとしている人
も、そして「もう25年」と思っている人も、それぞ
この度25周年記念事業の一環とし
て F I C p r e s s 特別号を発行すること
ができました。
４月14日には熊本地震があり、皆
さまは、日本全国至る所でいつ何が起こるか分からない、
という危機感を更に持たれたと思います。東日本大震災当
時を思い出すと、よくここまできたなという感を深くしま
す。
当クラブは、比較的柔軟にその時々の会長の持ち味が活
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押山勝男（ホームページ担当）

発行

25 周年特別号

様で創立25周年を迎えました。四半世紀も経つ中に

〜東日本大震災と福島第一原発事故から５年〜

は歴代会長さんそれぞれのご苦労があったと思います。

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

倶楽部会員は同資格で多様の職場ですが、豊かな生活
や素敵な暮らしをアドバイスするために交流会や勉強

事務局／いわき市内郷高野樅木下 11−6 松本
http://fukushima-icclub.com/

会を重ねながら25年経過しました。バブルの崩壊後、
住宅の環境問題や健康問題なども発生。2011年には
東日本大震災、特に福島では原発被害で既存の生活や
住まいへの考えが変わりました。災害が多発する昨今、
命を守り安心して暮らせる住まいの大切さを感じま
す。
今後も、福島県インテリアコーディネーター倶楽部
会員は折々のニーズに対応し、より快適な暮らしの提
案を続けていく事と思います。
れのよいところを認め合って、さらに「楽しい」会に
なることを望みます。現在のメンバー全員が50周年を
迎えられるとよいですね。

公益社団法人インテリア産業協会東北支部事務局
このたび福島県インテリアコーディネーター倶楽部様が
25周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。
一言で25年と申しましても、個人参加の I C の団体で設立か
ら今日までの運営に関しては、参加している皆様はもちろ
ん、ご尽力されてこられた歴代の会長はじめ役員の皆様に
は改めて、敬意と感謝の意を表します。思い起こせば福島
I C 倶楽部の皆さんにとっては、あの忌まわしい東日本大震
災そして福島原子力災害と二重の災害に見舞われた年に、
20周年を迎えられた時、皆さんの辛さとそれを超える元気
さが今でも胸に残っています。
早いものであれから５年が経過しました。この地福島は
会長あいさつ

▲役員会には、いわき、福島からかけつけている。開催
日時はその時々だが、水曜日午後は設立当時から固定。

かせたクラブ運営になっているのがお分かり頂けたと思い
ます。一方、同業者の集まりという点では困難を極めたこ
ともあり、切磋琢磨して成長した25年でもありました。
1993年10月の創刊時には車田広報委員長を中心に私も
関わり、賛助会員さんも委員会に出席してくれて、今より
活気があったことは確かです。この灯が消えることの無い
よう今後の皆さまのご協力、ご支援を宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。
渡部 きぬ子広報委員長

福島県インテリアコーディネーター倶楽部は今年で設立
25 年目を迎えます。こうして 25 年という節目を迎える事が
出来ましたのも、インテリア産業協会様はじめ歴代会長、
賛助会員、会員の皆様のご協力があってのことと改めまし
て、この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、この２年間役員の皆様、会員の皆様と共に会員の
方々のスキルアップに繋がるようなセミナー、一般消費者
への I C に対する認知度の向上を目指して、会の運営に努め
て参りました。
２年間の目標として掲げました、会員の拡充に関しまし
てはまだまだ道半ばです。皆様のご協力の程、引き続き宜
しくお願い申し上げます。
活動の一環としては「日本大学工学部 建築学科」の学
生さんとの「いわき市立共立病院 病棟」において共同研
究に参加しました。
共同研究プロジェクトの責任担当者の車田さんには大変
お世話になりました。詳細につきましては、車田さんより

湯目

俊彦 事務局長

特に住宅等に関してはまだまだ復興の途中ですが、この25
周年を機に今回の記念講演のテーマであります、インテリ
アから発信~福島の復興への思い~『デザインの力』の通り、
これからの復興を福島県インテリアコーディネーター倶楽
部の皆様の力で進展していくものと祈念しております。
我々公益社団法人インテリア産業協会東北支部といたして
も非力ながらお手伝いをさせて戴く所存であります。
今後とも福島県インテリアコーディネーター倶楽部様の
ますますのご発展を祈念し25周年のお祝い文とさせていた
だきます。

「２年間をふりかえって」

▲平成27年度定時総会
大玉村玉井より撮影

2016 年６月１日

志賀

則子

ご報告があると思いますので、割愛させていただきます。
また、講師として、若杉さんと二人で「I C の仕事」と言
う内容について学生にお話しをさせていただく機会も得る
ことができました。倶楽部としても初の試みでしたが、こ
のような依頼があった場合には皆様のご参加をお待ちして
います。このような活動は、I C の認知度アップ更には、若
い会員の入会にも繋がると期待しております。
最後になりましたが、至らぬ私を支えて頂きました事務
局の松本さん、本当にお世話になりありがとうございました。
セミナー委員長の遠藤さん、会員のスキルアップに繫が
るような内容で会員の皆様に喜んで頂きました。
広報委員長の渡部さん、25 周年記念広報誌ありがとうご
ざいました。
総務の全てを担当して頂きました坪井さん、会計を担当
して頂いた佐藤さん星さんありがとうございました。
これからも、皆様のご協力の程宜しくお願い申し上げま
す。

▲インテリア産業協会東北支部主催
記念講演
「21世紀のデザイン」
内田繁氏

▲ホテル辰巳屋８Fロビーに
内田先生作品
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1992
〜1996 年

４〜平成７年度

平成

忘れようとしても忘れら
れないあの年に設立 20 周年

初代会長

佐川

久美子

ＩＴの普及で求められるスキルも大きく変わり四苦
八苦の部分もありますが…。

を 迎 え、参 加 さ れ た 皆 さ ん

また震災以降被災者の方々の住宅に関わることも多

の表情が遠い日の事のよう

く、同郷人としてできるだけお客様の心の近くに寄り

なついこの間のような不思

添い誠意を持って取り組もうとしてきました。きっと

議な記憶となり、今年は 25

会員の皆さんも同じ気持ちだったと思います。

周年とのこと。時のスピードは一律ではないのかも知
れません。
なった故郷で、同じ仕事をする仲間同志長く絆が続い

ジを歩いてきたこと、また進むことはその世代なりの

てきた軌跡はとても素晴らしいことです。

生活実感や感覚を積み重ねることでありけっして無駄

数多くの出会いとまた別れもありましたが、同じこ
とばで気持ちの繋がりを感じられる私たちの「ＦＩＣ」
は、貴重な存在だと感じます。皆さまに感謝です。

にはならないと思います。

25年

〈インテリアキャンペーン〉
㈳インテリア産業協会（当時）と当クラブの共催で、インテリアコーディ
ネーターの PR 活動の一環として２年に１度開催されていた。一般の参加者を
募り大盛況。平成９年にはインテリアコーディネーターのリーダー的存在
だった三井ホーム取締役商品部長だった村上英子氏も講演会にお呼びしてイ
ンテリアの心を学ぶことができた。

た国際アート & デザイン専門学校インテリアデザイ

りよがりではなくお客さまの期待の一歩先を提示でき

ン科の卒業生たちも業界内外で頑張っている様子に

れば充実した後味の仕事が残っていくはずです。

触れると、学生の時分とは違ったたくましさを感じう
れしくなります。

▲セミナー後の懇親会で。セミナーは
「接遇マナーとコミュニケーション」
賛助会員さんも共に勉強を。
（2000年ごろ）
▲中国茶のセミナー（2001年）
（テーブルコーディネート）

▲一般の方々と共にナプキンの
たたみ方を学んだ（2000年）

とても重要です。もちろん失敗も含めて…。
一件一件のお客さまに自身の経験や感性を駆使し独

ＦＩＣの仲間たちが、ひとつひとつ素敵な仕事を積
み重ねていくことでインテリアを通して傷ついた故郷

インテリアコーディネーター資格が生まれた当初の
環境や役割から、30 年以上の時を経てＩＣの人数も増

を再生し心の潤いを取り戻せたらとても幸せなことで
す。

え、社会のニーズが変わってきても、根本のところで

これからもお互いに切磋琢磨して時には愚痴もこぼ

「その空間で過ごす人たちの立場に立って考え、創造

しあいながら前に進んでいきたいです。次の世代から

する」という基本は変わらないと思っています。なる
べく多くコミュケーションを取り、きめ細やかな配慮

※次の会長は退会されております。
●1998〜2000年
平成10〜11年度
三代会長 野水 久美子
（事務局 青山 央）
●2000〜2002年
平成12〜13年度
四代会長 七海 恵子
●2002〜2004年
▲国際派の川口氏。
設立時には大変
ご尽力頂きました

〈京都旅行〉

ありがとうございます。
●事務局

川口

▲トータルキャンペーン 2008は２週に渡って開催。弦楽四重奏
ヴィヴァルディの「四季」でオープニング。賛助会員さんも企
業 PR を

〈住宅リフォームフェア
2008 in 郡山〉

栄太郎

ホームページのお知らせ
福島県インテリアコーディネーター倶楽部（FI C）で
は会員様からの情報交換の場や情報発信そして一般の方
への情報提供・告知に利用頂くためにホームページを開
設しております。福島県インテリアコーディネーター倶
楽部で検索するとすぐに HP にたどり着けます、またア
ドレスを直接入力してもかまいません。
h t t p: //fu ku sh i m a - i ccl u b. com /
ぜひお気軽に H P をご覧ください。
F I C ホームページはトップページで新着情報、F I C
ニュース、賛助会員情報、活動報告、アーカイブなど多
彩な情報を発信していますのできっと皆さまのお役に立
つと思います。
また、会員の皆さんにより多くの機会に HP をご利用
いただけるよう、ホームページを管理しています押山勝
男（F I C 会員）始め広報委員会一同ご利用お願い申し上
げます。
車田 俊彦

▲古民家を改装した座敷で新年会を
（2007年）
▲「故きを温ねて新しきを知る」
京都の旅（2012年）

▲何人かの会員でインテリア・デザ
インの提案としてセミナーを開催

〈福島散策〉

▲まだ１才くらいかな〜 喜古さんは
ずーっと子育てと仕事を両立中
in 石の森美術館

朝の光につつまれて
◀
古民家園

（事務局 渡部 きぬ子）

▲2014「インテリアグリーンセミナー」
寄せ植えを体験

またその先にもバトンを繋いでいきましょう。

を心がけることはやはり大切です。
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〈セミナー〉

特に建築・インテリアにおいては経験やキャリアは

また、昨年まで丸 20 年講師を続けさせていただい

（事務局 安部 えみ）

スキルアップのためのセミナー、親睦を深める懇親会、忘新年会、見学会、旅行など、
楽しい企画が盛りだくさんです。

成長し、親御さんの介護も心配という時期を迎えてい
るかもしれません。ただＩＣにとって、人生のステー

五代会長 川口 栄太郎

1992
〜

設立当初からのメンバーの方たちも気づけば子供も

意図せずに『フクシマ』と世界から呼ばれることに

平成14〜15年度

“25 年のあゆみ ”

FIC の思い出と未来へのメッセージ

▲アンナガーデン（2006年）

FIC No.44 2016 ❼

第二弾

25th Anniversary

ご尽力頂いた歴代会長から
1996
〜1998 年

〈定時総会と記念講演〉

８〜平成９年度

平成

FIC25周年、誠におめでと
◀H21年度定時総会
セミナー
「伝統という未来」
インテリアデザイナー
橋本 夕紀夫氏

▲10周年記念講演には内田繁氏（手前）
をお呼びして。当時は建築士会インテ
リアプランナー協会と共催のイベント
も何度かあった
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◀金澤翔子美術館
（in いわき）
2012年新年会

︿ふくしまの復興を願って ……
﹀

▲H８年度定時総会
セミナーには住環境デザイナーの嶋
佐知子氏をお迎えして。
二次会はホテルバーラウンジにて。
翌日は三春の街を会員数名でご案内

▲インテリアフェスティバル特別企画展示
（11/9〜11）
。
未来にむけて東北 I C からのメッセージに参加。
in 東京ビッグサイト（2011年）

これからも 〜

▲石の美術館見学（2007年ごろ）。設計は隅研吾氏。
石と水と光によって創り出される落ち着いた空間

We Love Fukushima

﹁美しい福島に生きる﹂
〜 いままでも そして

▲次の会長にバトンタッチ。
ホッとする菅野さんです。
２年ごとに役員改選

◀H24年度定時総会
セミナー
「伝統からの革新」
細尾 真孝氏
（西陣織老舗メーカー
㈱細尾）
帯の技術、素材をベース
にしたファブリックを海
外に向けて展開し、建築
家・ピーターマリノ氏の
ディオール、シャネルの
店舗に使用される

二代会長

宍戸

時子

しみながら空間の調和等を身につける事が出来ればと

うございます。心からお祝い

いう事で、皆さんと二年間活動をしてきました。

申し上げます。これもひとえ
に会員、賛助会員皆様のなみ

発起人会が発足した時、福島県でICの資格を持って
いた方は28人でした。25年たちましてICとして登録

なみならぬ努力とご精励の賜

されている方は、326人にのぼり、ICの仲間が増えま

物と、喜ばしいかぎりです。
初代、佐川会長のお力でFICの組織の土台を築き上

した。FICの会員だけでなく、活躍の場を生かせるよ

げていただきましたお蔭で、後を引き継ぎました私は、

離の心は、新たな世界を創造して、根源の精神は忘れ

会員皆様との交流を図ることを中心に進める事が出来

ないとする心だと思います。FICを作ろうとした時の

ました。思い出の活動の一例としましては、旧会員の

気持ちを忘れないで、今の福島の環境を踏まえ、時代

室井さんのお力添えがあり田島祇園祭には、家族での

に合った知識や技術を身に付け、皆さんの力で地域

参加という事もあり、いつもとは違い会員のお子さん

に密着できるFICが長く続きますように願う次第です。

と一緒に一泊二日の旅行を楽しみ交流を深めました。
その時一番小さかったお子さんは、生後半年で参加し

うにお手伝いをしていく事が大切だと思います。守破

そして今後も、会員皆様の一層のさらなるご活躍が
遂げられますよう、心からお祈り申し上げます。

てくれました。バリアフリーのあり方なども身近に考

◀
羽鳥湖の展望台にて、
子連れで行った、南
会津方 面 旅 行。「仁
井田さんお世話にな
りました。ありがと
う！」

える時代になっていましたので、会津在住の大石邦
子さんをお招きしまして講演をお願い致しました。
絶望の淵に立たされても生きる力を持ち続けた生き
方に触れ、感動された方々が沢山いらっしゃいまし
た。今のようにIT化された時代ではなくアナログ的な
環境ではありましたが、生活環境を通して自然体で楽

2004
〜2006 年

●事務局

16〜平成17年度

平成

F IC 設立 25 周年おめでとうご
ざいます。初代の佐川前会長が
設立当初より４年間と長い期間、
個性派揃いのこの倶楽部をまと
め上げて来られたという事は、
並大抵の苦労ではなかったかと
思います。そして F IC という、
すばらしい礎を築いて頂きまし
た。しっかりと土台があったからこそ、たすきを繋いで今
日まで続けてくる事が出来たと思っております。そして 25
周年、この時を皆と一緒に迎えられた事に感謝したいと思
います。５年前の震災の年には設立 20 周年でした。余震の
頻発する中、打ち合わせもありました、一人では外出すら
怖くて不安な緊張する日々もありました。それでもあっと
いう間に過ぎた、ずっしりと重い中身の詰まった５年間で
した。まだまだ復興途中の福島です。
私が I C の資格試験を目指したころは、参考書を求めに、
東京の八重洲書店まで行っていたことを思い出します。I C
の活字自体が目にする事が少なかった時代でした。その後、
当倶楽部は平成 15 年に、インテリア産業協会さんが企画さ
れました、インテリアビジネス活性化事業（インテリアが
活性化する為の計画案を提出する事により、東北では２県
が予算を入手出来るという内容の事業）に応募し、幸いに
も予算を頂くことが出来ました。それにより、兼ねてから
海外研修の為に各自で積立てをしていた資金も合わせ、ド
イツのハイムテキスタイル展示場、ケルンの家具見本市と
初めての海外研修に行くことが出来ました。何よりも視野
が広がった事、そして会員同士の結束がより強くなったよう

六代会長

仁井田

菅野

武男

朋子

に思います。
その後のインテリアビジネス活性化事業では、工務店さ
んや建築工事店さんに対しインテリアコーディネーターを
これから活用する予定があるか否かを問うダイレクトメー
ルを会員協力のもと発送致しました。その後は電話による
問い合わせ等もあり、現在も当時依頼のあった工務店さん
からの IC 業務は、会員の方達に繋げて頂いております。そ
の頃に比べますと現在は I C の知名度も上がり、仕事の分野
に於いても、住宅店舗にとどまらず公共施設や医療施設、
またホテル等、そして専門学校講師や教育現場での講師と、
大変な広がりを見せております。フリーコーディネーター
でも十分独立のして行ける職業、社会環境になってきてい
ると痛感しております。
F I C に入会したばかりの頃、会員の方達がとても元気で
パワーに満ち溢れていた事を思い出します。まず最初に私
が驚いたのは、F I C の忘年会でした。仮装や女装、そして、
最大の山場はアトラクションです。まるでアマゾネスの世
界を見ているようでした。賛助会員の方々も、さぞや驚い
た事と思います。そんな宴会はいつも賑やかで、東北の I C
倶楽部の中では一番楽しい倶楽部ではないかと思っており
ます。
これからもホームページをさらに活用して頂き、会員同
士の情報や意見交換を充実させて、お互いが切磋琢磨し、
さらなるインテリアのクオリティーを高めて行ければと
思っております。
これからも、F I C 倶楽部がいつまでも続き、そして発展
していく事を願っております。
●事務局

志賀

則子
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2006
〜2008 年

平成

18〜平成19年度

七代会長

渡部

きぬ子

「35歳のスタートライン」で

いろな経験をさせていただくチャンスにも恵まれまし

再就職を果たした頃、世の中

た。倶楽部ではたくさんのセミナーを受けましたが、

はバブルがはじけ、暗雲が立

小学生だった子ども達と共に参加したキャンプや、南

ち込めているというのに、なん

会津方面旅行の田島祇園祭り、塔のへつりなどが記憶

かウキウキしていた私でした。

に色濃く残っています。

下の子が小学校に上がるころには何か仕事をしたい、

さて、インテリアコーディネーターという職業は10

と夢を温めていました。インテリアコーディネーター

年後も残っているでしょうか。A I が進み、さらに雇

と２級建築士の資格を取ったので、まず20年頑張って

用環境は厳しくなっているでしょう。時代が求めるも

みようと思っていたころ、新聞で「福島県にインテリ

のは刻々と変わります。今後は頑張る皆さんを少しで

アコーディネーター倶楽部誕生」の記事を目にしまし

も応援できたらと思います。まだまだ体力・気力・知

た。創立２年目の総会に恐る恐るちょっとだけ顔を出

力は充実してますよ、はい。皆さまからの刺激をお待

してみると、早速佐川会長から電話をいただきました。

ちしております。忙中閑あり、“日用の美” を求めて

いまだに当時の私のことを覚えてくださっていて「テ

旅をしましょ。

ニスの帰りのようだった」と言ってくださいます。普

◀ インテリア
キャンペーン
インテリアに関心の
ある方々に大盛況で
した。
（2008年）
「アフタヌーンティー
と共に」

段着のポロシャツで（襟は立てて）、それなりに身だ
しなみは整えて行ったつもりでしたが。
早速入会して、広報委員長、セミナー委員長で奮闘
し、事務局、果ては会長まで務めてしまいました。こ
の間２〜３つの仕事を常に確保し、小・中・高校・地
区の役員として全力投球。頭も体もフル回転で、いろ

2008
〜2010 年

平成

●事務局

20〜平成21年度

八代会長

仁井田

車田

俊彦

武男

ＦＩＣの25周年にあたり、

外の言葉はありません。最近少々欠席が多くなりご迷

心よりお祝いを申し上げます。

惑をおかけして居りますがなるべく出席出来るよう頑

委員長、事務局、会長と在職

張ります。インテリアコーディネーターの役割は、実

中は皆様のご協力により努め

働での仕事はもちろんですが、関わりうる人と人との

ることが出来ました。非力で

コミュニケーションを図り円滑、円満にその感性を引

無教養の私に、暖かい手を差し伸べて下さいました会

き出し取りまとめる事だと、今でも思っております。

員各位に対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げ

昔書いた、私の夢、立派な大工さんになるも、今も変

ます。

わらずです。

さて、私も発足より参加させて頂いておりますので、

福島県インテリアコーディネーター倶楽部の益々の

人生の50周年を迎えております。皆様は、いかがか

発展と、会員各位のご健勝を心よりご祈念申し上げお

とご推察いたします。四半世紀を共に同じ志を持ち、

祝いの言葉とさせて頂きます。誠に、おめでとうござ

活動してこれた事に、大きな喜びを感じます。この期

います。

間、ご指導ご協力を賜りました先輩方に対しましても
重ねて御礼申し上げます。健康管理には十分留意され、
益々のご活躍とご隆盛を心よりご祈念申し上げます。
様々な場面で皆様のご活躍を目にしたり、又は、耳に
したり、自分ももっとがんばらなければと、奮い立た
せて居ります。長い時間の中では、喜びも悲しみも
多々ありましたが、同じ時間を共有できた事に感謝以
❹ FIC No.44 2016

◀
「住 育」セ ミ ナ ー 後
の懇親会で。
新婚時代に入会した
仁井田さん（左）はい
つのまにか３児の父
に。
●事務局

車田

俊彦

2010
〜2012 年

22〜平成23年度

平成

F I C が25年の節目を迎えられ
たことは賛助会員様と会員の皆
様の連帯とご協力の賜と感謝申
し上げます。F I C の思い出とし
て一番印象に残っているのは見
学会で行ったいわき市の安藤忠
雄氏設計の絵本美術館です。中
に入ると高い吹き抜けの天井、天井から壁面いっぱいに
カラフルな絵本がタイルのように並び、懐かしい絵本が
たくさんありました。太平洋が見える大きなガラス窓の
横には幅の広い階段があり、腰かけて絵本を眺めていた
くなるようなとても素敵な空間でした。忘れられないの
は震災後の活動です。３月 11 日マグニチュード９、とい
う未曽有の震災で東北は想像を絶する被害を受けました。
福島は地震だけでなく原発事故による放射線のために多
くの方々が故郷を離れ、当たり前の生活がいかに尊いも
のであったかということに気づかされました。会長をし
ていた時で F I C はちょうど 20 周年を迎える年でした。祝
う会で遠藤さんのアルトサックスの演奏を聴き、最後に
元気を出そうとみんなで「上を向いて歩こう」を歌った
ことを思い出します。また、東北支部の支援活動として
福島では子供の環境改善に役立ててほしいと高圧洗浄機を

2012
〜2014 年

2014
〜2016 年

齋藤

立子

小学校に寄贈しました。また、インテリアフェスティバ
ルの特別企画展としてビックサイトで東北の伝統工芸品
の紹介をしたこと。私たちは、
「美しい福島に生きる。い
ままでも そして これからも」というテーマで会津の
漆器や二本松のタンスなどを展示してきました。この活
動を通して東北のコーディネーターさんたちと交流する
ことができたのは大きな収穫でした。イベントのたびに
役員の皆様にたくさんのご協力をいただきました。それ
が何よりの思い出であり FIC の皆さんに対する信頼と感
謝の気持ちです。情報はインターネットで世界中から集
められ一瞬でつながる時代になりましたがお互いの顔を
見ながらコミュニケーションをとるのは大切なことだと
思います。これからの活動も楽しみにしています。
◀
㈳インテリア産業協
会東北支部の支援活
動に協力し75台「高
圧洗浄機」を中通り
の小学校へ贈呈。こ
れは伊達市教育委員
会へ
●事務局

24〜平成25年度

平成

福島県インテリアコーディ
ネーター倶楽部設立準備打ち合
わせに参加してから、もう25年
以上が経つのですね。設立打ち
合わせ案内が届いて名前は知っ
ていたのですが実際に会ったこ
ともなく、どんな人達なのかな
〜と思った記憶が思い出せます。インテリアコーディ
ネーターという資格も消費者から知られてきた頃であり、
また私自身住まい造りのハード面と共にソフト面に携わ
る仕事をしていて、同じ志を持った方やメーカーの方と
知り合いになって情報交換をし、少しでも仕事でプラス
になればと、私としては一念発起して参加した次第であ
ります。打ち合わせ参加時緊張したことも今ではいい思
い出かもしれませんね。
今はもういない方も、現在も活躍している方もいます
が、当時はみなさん子育て世代で子供がまだ小さくて、
楽しいＦＩＣの行事も家族で参加していました。キャンプ・
芋煮会など今はＦＩＣ行事として行っていませんが・・楽
しいですよ♪そして「友達いっぱいできました。(^^;) 」
こんな事を書くと遊びばかり参加で、肝心のスキルアップ

九代会長

十代会長

宮川

車田

伸一朗

俊彦

のためのセミナーには参加していないのか、とお叱りを
受けそうなので一言申し添えます。
「安心してください・・
参加していますよ！ヽ(^Ｏ＾)ゝ」
私のＦＩＣ活動はどちらかというと受け身で参加して
いました。そんな私が初めて事務局をすることになり、
そしてまた、二期するなど想像もしませんでした。それ
がまたまた会長などさせていただくなどあり得ないこと
でした。
（びっくりぽんや〜）です。そんな私でありますが、
会員のみなさん、賛助会員の皆さんのおかげで何とか乗り
きりました。大丈夫です。
「F I C 役員やってみてください」新
たな発見ありますから。
これからのＦＩＣはやは
り 30 歳、40 歳の会員さん
たちが活動の中心になっ
て会員全員で会を盛りあ
げ て 行 き た い で す ね。
色々なところで活躍され
ている方のお話を聴いた
り、見学したり、セミナー
▲京都旅行
に参加したり出来たらい
●事務局 松本 りか
いなと思っております。

26〜平成27年度

平成

十一代会長

志賀

則子

〈内田繁先生講演・21世紀のデザイン〉
私たちは近代化の中で、目に見
えないものを捨ててしまった。現
代こそ地方の文化・工芸・職人な
どにもう一度目を向けることが大
切。これから作り出そうとするデ

ザインは、昔の生活の中にたくさ
んのヒントがある。日常・非日常
なのか、どんなシーンのためのデ
ザインなのか明確にするべきと指
導していただいた。
●事務局

松本

りか
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