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デザイナー展覧会＆デザイン相談会

会員の個性豊かな仕事を
パネル紹介！

京都デザイン協会会員のみなさまに
KDAの今を随時ご報告します。
会員のために、
京都デザインの明日のために
さまざまな事業活動を実施中。
どんどんご参加ください。

2010年 5月〜12月の
ご報告
社団法人 京都デザイン協会
〒604-8247
京都市中京区塩屋町39
TEL：050-3385-8008
FAX：050-3385-8009
URL：http://www.kyoto-design.net/
E-mail：info@kyoto-design.net
2011年 1月1日発行

平成22年10月31日〜11月3日、京都府

旧本館においてデザイナー展覧会及びデザ

あけまして おめでとうございます。

ン賞2010の表彰式と入選作品展との同時

活動はいよいよ社会性を強く帯びてきました

イン相談会が開催されました。京都デザイ
開催となりました。

（社）京都デザイン協会 理事長

当協会の会員及び賛助会員の作品パネ

奈良磐雄

2011年あけましておめでとうございます。今年はいよいよ活動を活発には
じめる年と位置づけ、会員相互が触発し合いながら、
より一層社会貢献する協
会にしていく所存です。
どうぞよろしくお願い致します。

ル、
ＰＲパネル30点を正庁に展示し同時に

デザイン相談コーナーを設置しました。

昨年の役員改選で選任された理事を中心とした事業活動は6ヶ月を経過し
た今、
とてもいい感じでスムーズに進められています。協会運営を効率よく安
定的に進めるため、新たに取り入れたのは
「KDA経営作戦会議」
で、毎回１時

間の制限内で具体的テーマを集中的に意見交換し方向性を決め、数回の会議
を重ね、
すぐ取りかかれることから実行することです。第一弾は
『デザインブラ
ッシュアップ制度』
を設け、賛助会員社はもとより、新たにデザインブラッシュア
ップを必要とする企業・団体へ制度活用を積極的に働きかける試みを始めま
した。会員展での相談会では12件ものデザイン相談があり、現在それぞれの
案件解決に向けコトが進んでいます。
デザイン啓蒙、教育、
プロジェクト受注と
いった新たな動きが目に見える形で展開をはじめています。学生会員や准会員
の入会を促進し、正会員といっしょに実践活動を通したキャリアアップを計る
ため、勧誘活動にも力を入れていきます。
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以下入選者

◉玉村有以〔U・N・I Design &Ｐroject〕
〕 清包〜さやけきくるみ〜
◉藤尾友理子〔京都嵯峨芸術大学〕
〕 京つつみ

今回初めての試みであるデザイン相談会に

入

は事前の予約、
当日飛び込み等々、
12社の担当

者が訪れ、熱心に相談を持ちかけていました。
現在、相談会で相談を受けた企業数社と

具体的なアドバイスや提案等を各担当者に

より進行中です。

当協会の新たな取り組みとしてこれらの

事業成果が期待されるところです。

大

選

作

品

賞

米澤研二・今井充彦
〔株式会社日建スペースデザイン〕
KRP9号館 サイン計画
京都府知事賞
董衍
〔京都嵯峨芸術大学〕還・return

井上昌彦
〔L.V.M.計画一級建築事務所〕小さく広い家
京都市長賞

〔Hal SOWA Ph.D.〕garden-nano ver.3.0k
〔株式会社丸二〕karakami kit
商工会議所会頭賞

京の街角news
京 都の旧 市 街
の街角には「仁丹
マーク」のホーロ
ー 製 手 書き町 名
看板が今なお多く
残っています。こ
の看板をモチーフ
にポスターデザイ
ンをした久谷政樹
氏（ 本 会 特 別 会
員）の記事が京都新聞に掲載されたこと
をきっかけに、
「森下仁丹」が復活を企画
し久谷先生に相談、毛筆の書家を公募、
審査も終了し製作が始まりました。2011
年2月までに13町内会、25か所に設置さ
れる予定です。

太田道夫 季箱
〔川並鉄工株式会社〕刻鈑（こくはん）
学生賞

〔京都造形芸術大学〕Meat Grass
審査委員

審査委員長 奈良磐雄（社団法人京都デザイン協会理事長）
●第1分野 杉崎真之助（グラフィックデザイナー
・大阪芸術大学客員教授）
●第2分野 滝口洋子（京都市立芸術大学准教授）
●第3分野 北条崇（プロダクトデザイナー）
●第4分野 新井清一（建築家・京都精華大学教授）
●全分野共通 島田昭彦
（株式会社クリップ代表取締役）
京都府
京都市
京都商工会議所
京都デザイン協会正会員

◉堀野美雪

京間灯

◉
〔（株）
丸二〕 アクリル行灯

◉
〔南丹市社会福祉協議会あじさい園〕 ど・丹波クッキーシリーズ
◉青山高久／谷真也／中村圭佑／棗田久美子／渡部明彦
〔京都造形芸術大学〕 南区東九条地域の辻の活性化計画

大賞に米澤 ・今井

◉
〔絹あそび橋本修治商店〕 絹ふくれ褌
正絹スカーフ

◉
〔宮井株式会社〕 男ふろしき
◉大和功典 ひょうたん→コマ

◉
〔(株)茶匠井六園〕有心銘茶「禅の詩
（こころ）
」
◉
〔京すだれ川﨑〕 波襞 ーナミヒダー

◉
〔（株）
熊谷設計事務所
（熊デザイン工房）〕
手にしっかりとなじむステッキ
（杖）

Kyoto
Design Award
2010

今回も多数の応募で大盛況！
ハイレベルの作品が会場を埋め尽くす！

「京都デザイン賞2010」
は、昨年に引き続き

国の重要文化財に指定されている京都府庁旧

◉
〔（株）
尚雅堂〕携帯写経御道具
「阿吽」

作品103点、入選作品38点、大賞には、米澤

の市民に見ていただくことができました。10月

◉
〔
（有）
畳工房ヨシオカ〕吉岡芳憲
アート畳・円形薄畳・ハート形薄畳

ザイン〕
のKRP9号館 サイン計画が選ばれま

空間において、表彰式、
シンポジウムが行われ、

◉
〔
（株）
松栄堂〕 Xiang Do〜un tiers〜（シァン ドゥ-アン ティエル-）
◉
〔（有）
西村松寿堂〕島 明彦

銅 燈花器

◉
〔
（株）
大林組／
（株）
E-DESIGN〕 京染会館／京染の庭

◉
〔アルパック
（株）
地域計画建築研究所〕
白梅町の家 和と洋のコラボ

◉柳沢 究〔究建築研究室〕 荒壁を廻る家

◉
〔（株）
高松伸建築設計事務所〕 同志社小学校
◉須賀定邦〔（株）
竹中工務店〕 福寿園京都本店

◉鍋谷めぐみ
〔（株）
竹中工務店〕 ニッセン四条新町ビル

◉
〔（株）
日建設計〕 KRP9号館

心の高さを表すものとなりました。今回は応募

30日（土）には、同館２階正庁という格式高い

築の空間に効果的に組み込まれた斬新なデザ

インが評価されました。京都府知事賞2点、京都
市長賞2点、その他、京都商工会議所会頭賞2
点、学生賞1点が選出されました。

◉
〔（株）
松田平田設計／
（株）
高松伸建築設計事務所〕
京都市伏見区総合庁舎

米澤研二氏（左）
今井充彦氏（右）

本館２階において入選作品展が開催され、多く

研二さんと今井充彦さん
〔（株）
日建スペースデ

した。京都ならではの柄やパターンがモダン建

大賞を受賞した、

また、10月30日
（土）〜11月5日
（金）
まで、

多くの応募作品に恵まれ、当事業における関

◉
〔
（有）
篠ファーム〕 世界の茄子シリーズ スティックテイスト

輝く！

〔
（株）
日建スペースデザイン〕

●表彰式・シンポジウム・交流会＝2010年10月30日
●作品展＝2010年10月30日〜11月5日 京都府庁旧本館２階

◉
〔吉靴房〕「御沓
（おくつ）
」
吉靴房 SOU・SOU
◉杉本幸子

さん

デザイン相談会でアドバイスする土居常務理事

2010

さん

◉上本佳波〔京都嵯峨芸術大学〕 待ち合わせチョコ

左ページに入選者を掲載

◉長谷川真波
〔京都嵯峨芸術大学〕 京Rコード

100名近くの人々が会場を埋め尽くしました。

次年度以降もこの事業を継続して参ります

ので、引き続きご協力のほどよろしくお願い申

し上ます。

京都府庁旧本館→

◉
〔森田一弥建築設計事務所〕 Shelf-Pod／君府亭

■後援 京都府 京都市 京都商工会議所 （財）京都産業21 京都府中小企業団体中央会 京都市立芸術大学 京都意匠文化研究機構
京都新聞社 NHK京都放送局 KBS京都 エフエム京都 ■協力 （株）染織と生活社 （株）田中直染料店 府庁旧本館利用応援ネット
■協賛（賛助会員） 市田（株）（株）エクザム （有）画箋堂 カミヨ
（株）（株）京都銀行 京都信用金庫 京都中央信用金庫
京都百貨店協会 （株）聖護院八ツ橋總本店 （株）竹尾大阪支店 （株）田中プリント （株）千總 朝陽堂印刷（株） 日本写真印刷（株）（株）半兵衛麩
富士ゼロックス京都（株） 平和紙業（株） 山内紙器（株） 吉忠（株） 六和証券（株）（株）若林佛具製作所 ■協賛 （株）祇園平八
京都造形芸術大学 京都精華大学 京都芸術デザイン専門学校 京都嵯峨芸術大学 大阪成蹊大学 芸術学部 イワモトエンジニアリング（株）
高島屋スペースクリエイツ
（株） 刀剣 開陽堂 （株）
フクナガ （株）
アートバンク aRC FURNITURE POINT 甍技塾 徳舛瓦店（有）（株）かわな工業
北白川天然ラジウム温泉 （株）
キヌガワ京都 （株）教材研究所 協同組合京のほんまもん塾 地主神社 （株）
スイッチ.ティフ （有）高橋写真製版
（株）TNCブライダルサービス （株）
ナカタニ工務店 （株）西村工務店 BAL中澤（株） 三浦照明（株）（株）
ワイズコーポレーション

審査風景

にぎやかに開催した交流会

大賞作品

KRP9号館 サイン計画

