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1967～1968
昭和42年5月～43年3月　理事長　林　大功

京都デザイン協議会設立･発足（5月16日）京都産業会館
■京都市のデザイン行政に対する提言（7月12日）
■KDCマークの決定（9月5日）

■伝統産業デザイン指導
―その1―　扇子･団扇業界（9月22日）

■京都デザイン協議会会報｢KDC｣創刊号発行（10月20日）
●KDCデザインサロンの開設
会員相互の親睦をはかり､各ジャンル間の交流及び情報交
換の場として､楽しい集いの場となることを目標として発
足した｡

■’67京都デザインフェアの開催（10月25日～29日）
メインテーマ《波･京都》
●講演会（10月28日）京都会館会議場
●展覧会（10月25日～29日）京都市勧業館
第6回京都産業デザイン展の開催
（10月25日～29日）京都市勧業館　共催･京都市

1968～1969
昭和43年4月～44年3月　理事長　林　大功

■第1回京都デザイン会議の開催（5月21日）
京都会館会議場及び会議室
メインテーマ｢現代デザインと京都｣

■伝統産業デザイン指導
―その2―　袋物業界
―その3―　金属業界･陶磁器業界･竹工業界･木漆業界

■’68京都デザインフェアの開催（11月30日～12月2日）
メインテーマ《京都･’70年への提言》―人間性の回復―
●第7回京都産業デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

■京都デザイン協議会会報｢KDC｣第2号発行

1969～1970
昭和44年4月～45年3月　理事長　林　大功

■研究会の開催
●テーマ｢カリフォルニア大学建築学教授

サミエル･ハースト氏を囲んで｣（5月13日）

■第2回京都デザイン会議の開催（6月6日）
京都会館会議場

メインテーマ｢1970年及びその前後｣ 

■第15回京都扇子団扇図案競技会に指導図案の特別出品
■袋物業界デザイン指導事業
■’69京都デザインフェアの開催（10月29日～11月2日）
メインテーマ《視点》―あすへの広場―
●第8回京都産業デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

●シンポジウム（10月30･31日）京都市勧業館
テーマ｢明日の京都産業を考える｣

■京都デザイン協議会会報｢KDC｣第3号発行

1970～1971
昭和45年4月～46年3月　理事長　林　大功

■研究会の開催
●テーマ｢デザイン都市京都を考える｣（10月13日）

■’70京都デザインフェアの開催（10月29日～11月1日）
●第9回京都産業デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

●シンポジウム（10月29･30日）京都市勧業館

■京都デザイン協議会会報｢KDC｣第4号発行
■｢KDCホットニュース｣第1･2号発行

1971～1972
昭和46年4月～46年3月　理事長　林　大功

■「公共デザイン部会」と「産業デザイン部会」を設立発足
■’71京都デザインフェアの開催（10月29日～11月1日）
■第10回京都産業デザイン展の開催
京都市勧業館　共催・京都市
●パネルディスカッション（10月30日）京都会館
テーマ／「デザイン都市・京都」

■「KDCホットニュース」第3号発行

1972～1973
昭和47年4月～48年3月　理事長　林　大功

■’72京都デザインフェアの開催（10月28日～31日）
●第11回京都デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

●京都デザイン協議会展
テーマ｢岡崎文化圏再開発構想｣

■京都伝統産業振興に関する論文を募集

時代
と き

の流れを反映
う つ

して40年。

よみがえる古い記憶、期待される活動の数々。
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1973～1974
昭和48年4月～49年3月　理事長　林　大功

■’73デザインイヤー協賛
●第12回京都デザイン展（10月27日～30日）
京都市勧業館　共催･京都市

■世界インダストリアルデザイン会議への参加
（10月11日～18日）
国立京都国際会議場
テーマ｢人の心と物の世界｣

■｢KDCホットニュース｣第4号発行

1974～1975
昭和49年4月～50年3月　理事長　林　大功

■京都デザイン白書の作成
●京都のデザイン並びにデザイン業界団体の現況を明らかにする
とともにデザインの重要性を広く提言するために作成する｡

■’74京都デザインフェアの開催（10月26日～29日）
●第13回京都デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

■KDC作品展示会の開催
●本協議会会員の作品展示により､その作品を通して市民･若
手デザイナー･関係者との批評､討論を行い､デザインの啓
蒙を行なう｡

■｢KDCホットニュース」第5号発行
会員相互のコミュニケーションをはかり､情報の収集･交換
を促進する｡

1975～1976
昭和50年4月～51年3月　理事長　西脇友一

■京都ファッションフェア’75に共催（5月2日～4日）
京都市勧業館　共催･京都府､市､京都織商､他8団体

■第14回京都デザイン展の開催（10月24日～27日）
京都市勧業館　共催･京都市
テーマ　各部門共通｢まつり｣

■デザイン会議の開催（11月8日）
京都会館会議室　後援･京都市､京都新聞社､近畿放送
テーマ｢デザイン都市･京都のエネルギー｣ 
～その具体的展開についての提言～

■城南衛生管理組合のマーク選定に関し､相談を受け､協力し
感謝状を受けた｡

■京都市清掃局の清掃事業に関し､デザイン面からの検討につ
いて相談を受けた｡

1976～1977
昭和51年4月～52年3月　理事長　西脇友一

■京都ファッションフェア’76に共催（5月11日～13日）
■第15回京都デザイン展の開催（10月22日～25日）
京都市勧業館　共催･京都市
テーマ　各部門共通｢段｣

■第3回京都デザイン会議の開催（3月12日）

京都会館会議場､京都市伝統産業会館､日図会館
メインテーマ｢’77京都の発想｣

1977～1978
昭和52年4月～53年3月　理事長　西脇友一

■創立10周年記念事業の実施
●京都新聞紙上のデザイン宣言
（10月20日）
●記念式典（10月21日）
●KDC10年のあゆみ展の開催

■｢デザイン会議記録･KDC10年のあゆみ｣の刊行
■'77京都デザインフェアの開催（10月21日～25日）
●第16回京都デザイン展の開催
京都市勧業館　共催･京都市

●KDC会員展の開催

1978～1979
昭和53年4月～54年3月　理事長　西脇友一

■京都クラフトコンペ・京都の開催（9月12日～16日）
京都市勧業館　共催・京都市、他4団体
テーマ：「新しいクラフトを求めて」

■第17回京都デザイン展の開催（10月23日～26日）
日図デザイン博物館　共催・京都市
テーマ：各部門共通「京都―その新しい波」

■「KDCホットニュース」第6号発行

1979～1980
昭和54年4月～55年3月　理事長　西脇友一

京都デザイン協議会を京都デザイン協会と改名
■第18回京都デザイン展の開催
（11月17日～20日）
日図デザイン博物館　共催･京都市
テーマ｢KYOTO TODAY｣

■受託事業
●｢京都のデザイン政策についての提言｣京都市

■｢THE MARKS｣制作
協賛108社

■第1回京都デザイン市民講座の開催（11月17･18日）
日図デザイン博物館研修室　共催･京都市

■消費者デザインセミナーの開催（3月26日）
テーマ｢グッドデザインを売って20年｣

■商品開発懇話会の開催（3月26日）
テーマ｢'80年代の商品開発」

■勝見勝講演会（3月28日）日図デザイン博物館
テーマ｢京都のデザイン･世界から見た日本｣

■KDAニュースの発行
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1980～1981
昭和55年4月～56年3月　理事長　西脇友一

■’80京都デザイン会議の開催（11月23･24日）
京都会館会議場､京都市伝統産業会館､日図デ
ザイン博物館
共催･京都インテリア産業協会､（社）日本図案家
協会､（社）日本デザイン協会､京都服飾デザイン
協会､（社）京都クラフト､京都伝統産業青年会
テーマ｢’80年代への私の主張｣

■第19回京都デザイン展の開催（11月22日～25日）
日図デザイン博物館　共催･京都市
テーマ｢'80年代への私の主張｣

■’81京都デザイン会議の開催（3月30日）
京都会館会議場､京都市伝統産業会館　共催　他7団体
テーマ／デザインムーブメント｢昨日･今日･明日｣
京都バウハウス考／参加者数　150名
■｢THE MARKS IN KYOTO｣制作　協賛121社
■受託事業
●第4回京都ファッション市民大学､シンポジウム､京都の美
学｢文化と商い｣企画と運営
●｢ポートピア’81｣京都ブースの企画､立案､アートディレクシ
ョン並びにデザイン

■KDAニュースの発行
■’80KDAパフォーマンス　クリスマスパーティ
（ホリディイン京都）

1981～1982
昭和56年4月～57年3月　理事長　西脇友一

社団法人　京都デザイン協会となる
昭和56年11月11日　設立総会　ホテルフジタにて

■受託事業
●第5回京都ファッション市民大学（主催=京都市･京都商工
会議所）企画と運営協力

■京都デザインフォーラム ’82（主催=京都府）
事業協力と審査員派遣

■’82京都デザイン会議の開催（3月10日）
（社）京都国際工芸センターホール･会議室
共催･他7団体
テーマ｢エキサイティング京都｣
21世紀へタネをまく知的興奮集会
参加者数　102名

1982～1983
昭和57年4月～58年3月　理事長　西脇友一

■第21回京都デザイン展の開催（10月9日～12日）
日図デザイン博物館　共催･京都市

テーマ｢感性のうた｣

■｢THE MARKS IN KYOTO｣制作　協賛100社
■ペーパー･ナウ･イン･ジャパン展（2月17日～27日）
（社）京都国際工芸センターホール
共催･（社）京都国際工芸センター
出品者　三宅一生､イサムノグチ､他24名

■京都新聞提言キャンペーン（3月8日　京都新聞朝刊）
京都新聞見開き全2頁による京都デザイン関連8団体コール
テーマ｢建都1200年から21世紀へ私はこんなタネをまきたい｣

■京都デザインフォーラム ’82（主催=京都府）後援ならびに推
進協力

■KDAニュースの発行
■夏の研修会（嵐山）
■5団体合同ソーシアルパーティ
（東急ホテル）
■’83京都デザイン会議の開催（3月17日）
（社）京都国際工芸センター　ホール･会議室
共催･他7団体
テーマ｢21世紀への提言｣
参加者数　100名

1983～1984
昭和58年4月～59年3月　理事長　西脇友一

■第22回京都デザイン展の開催（10月8日～11日）
日図デザイン博物館　共催･京都市
テーマ｢コミュニケーション（Heart to Heart）｣

■受託事業
●京都新聞社誌上キャンペーン｢京都､美しく｡スィートメロン･
アベニュー｣京都市･商工会議所主催（10回）企画協力
●第7回京都ファッション市民大学､シンポジウム｢人間ウォッ
チング｣企画協力

■KDAサロン開設　第1回～第7回
■KDAニュースの発行
■5団体合同ソーシアルパーティ（からすま京都ホテル）
■'84京都デザイン会議の開催（3月29日）
国立京都国際会館　B2 共催･他7団体
テーマ｢京都の未来｣明るい､楽しい､美味しい未来
参加者数　145名

1984～1985
昭和59年4月～60年3月　理事長　西脇友一

■第23回京都デザイン展の開催（11月15日～18日）
日図デザイン博物館　共催･京都市
テーマ／｢遊感･京都｣

■KDA会員展の開催（11月15日～18日）
日図デザイン博物館

■受託事業
●第8回京都ファッション市民大学､シンポジウム
｢豹変潮流･メタトレンド｣企画協力

●国際伝統工芸博　ニュークラフトストリートに企画協力

■京都デザインフォーラム ’84（主催=京都府）後援
■KDAサロン開設　第8回～第11回

第4回総会パーティ
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■KDAニュースの発行
■’85京都デザイン会議の開催（3月29日）
日図デザイン博物館　共催･他7団体
テーマ｢建都1200年に向って､街並み活性化と美観推進｣
参加者数　168名

1985～1986
昭和60年4月～61年3月　理事長　柴田献一

■KDA調査研究会　第1回（10月11日）
■第24回京都デザイン展の開催（11月21日～24日）
日図デザイン博物館　共催･京都市
テーマ｢快適･アメニティー｣

■国際デザインシンポジウム ’86神戸の企画並びに参加
（財）国際デザイン交流会

■KDAサロン開設　第12回･第13回
■KDAニュースの発行

1986～1987
昭和61年4月～62年3月　理事長　柴田献一

■第25回京都デザイン展
主催／（社）京都デザイン協会･京都市
会期／昭和61年10月16日～10月19日
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢気｣

■KDA創立20周年記念事業

●式典行事｢式典･表彰･パーティー｣他
（社）京都デザイン協会創立20周年記念式典
日時／昭和61年11月27日（木）
場所／京都パークホテル　バッキンガムの間
●ルーチン事業｢美観都市･京都｣研究活動
●展覧事業｢日本酒オリジナル･ラベルデザイン展｣
◎第1回会期　昭和61年10月16日～19日
会場:京都市伝統産業会館1階
◎第2回会期　昭和61年12月15日～25日
会場:ABL･KDA･Cルーム
●KDAサロンの活力化推進事業（月例）
●KDA発･情報普及活動

■受託事業 京都土産物協同組合への研究･提言･指導
京都ファッション市民大学　主催:京都市､京都商工会議所
西陣織工業組合に西陣織の新商品コンテストに協力

■’87京都デザイン会議の開催
主催／京都デザイン関連団体協議会
会期／昭和62年3月29日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢建都1200年へスーパーデザイニング’87｣
参加者　156名

■国際デザインシンポジウム ’87神戸の企画並びに参加

■KDA調査研究会
■KDAニュース発行

1987～1988
昭和62年4月～63年3月　理事長　柴田献一

■京都デザインコンペ ’87
会期／昭和62年11月26日～29日
会場／日図デザイン博物館
テーマ／きょうからあすへそして

建都1200年から21世紀へ
THE KYOTO

■KDA会員展の開催
扇面地紙展
会期／昭和62年11月26日～29日
会場／日図デザイン博物館
出展者数／41名

■受託事業
●京都工芸土産品組合とのジョイント製作展
会期／昭和62年11月26日～29日
会場／日図デザイン博物館

●京都ファッション市民大学
主催　京都市､京都商工会議所

■世界歴史都市博､世界歴史都市会議に参画
■第43回国民体育大会準備委員会に参画
■’87国際テキスタイルデザインフェアに参画
主催／’87国際テキスタイルデザインフェア･世界織物会議
開催委員会

■国際デザインシンポジュウム ’87に参画
主催／（財）国際デザイン交流協会

■デザイナーレ ’87に参加
主催／大阪デザイン団体連合､（財）国際デザイン交流協会､
（財）大阪デザインセンター

■’88京都デザイン会議の開催
主催／京都デザイン関連団体協議会
会期／昭和63年3月27日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢ライフウォッチング'88｣
参加者／140名

■KDAニュース発行

1988～1989
昭和63年4月～平成元年3月　理事長　柴田献一

■第27回京都デザインコンペ ’88 
主催／（社）京都デザイン協会､京都市
会期／昭和63年10月23日（日）～10月26日（水）
会場／日図デザイン博物館

■受託事業
●京都ファッション市民大学
●ソフトウェア開発技術表彰における副賞制作の依頼
●滋賀県産地活性化推進事業
●京都市パイロット･ショップ（東京青山に開設）

■第24回福祉機器デザインコンペ　共催
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会期／1988年10月29日（土）～10月30日（日）
会場／京都市西京極総合運動公園

■国際デザインコンベンション ’88大阪　参画
主催／（財）国際デザイン交流協会

■京都市パイロット･ショップに運営協議会委員として協力､参加
■WFF（ワールドファッションフェア）京都推進協議会に参
画､協力
■ITF（国際テキスタイルデザインコンペティション）実行委
員会に参画､協力
■KDAサロン　ジャンジャンクラブ

■’89京都デザイン会議の開催
主催／京都デザイン関連団体協議会
会期／平成元年3月18日（土）
会場／日図デザイン博物館･京都伝統産業会館
テーマ／京都のキーワードを探る
参加者／120名

■KDAニュース

1989～1990
平成元年4月～2年3月　理事長　柴田献一

■’89京都デザイン優品選定事業（第1回）
■第28回京都デザインコンペ ’89
会期／平成2年11月9日（木）～11月12日（日）
会場／日図デザイン博物館

■受託事業
●京都ファッション市民大学
●滋賀県産地活性化推進事業
●世界デザイン会議
キャラバンコングレス･イン･京都

■’90京都デザイン会議の開催
主催／京都デザイン関連団体協議会
会期／平成2年3月24日（土）･25日（日）
会場／京都市国際交流会館
参加者／270名
テーマ／｢新･風･流　はんなり｣

■福祉デザインコンペ ’89京都　共催
■ITF（国際テキスタイルコンペティション）’89京都
■WFF（ワールドファッションフェア）’89
■世界デザイン会議　参画
■国際デザイン展 ’89 参画
■デザイナーレ ’89 参画
■京都市パイロット･ショップに運営協議会委員として協力､参加
■KDAサロン
■KDAニュース

1990～1991
平成2年4月～3年3月　理事長　今西　慧

■第14回京都ファッション市民大学
■福祉機器デザインコンペ’90KYOTO 共催
■第29回京都デザイン大賞コンペ
テーマ／現代のデコレーション

■参画事業
●ファッション京都ネットワーク推進事業　参画
●国際ファッション･シンポジウム’91 参画

■受託事業
●滋賀県産地活性化推進事業

■KDAサロンの開催
｢ハワイアン･ドリーム｣
会期／1990年8月23日（木）
会場／京都市国際交流会館イベントホール

■100人のクリエイターによるデザインシンポジウム
イン・キョウト祇園｢タテ･ヨコ･ナナメ｣
会期／平成2年9月10日（月）･11日（火）

12日（水）午後2時～
会場／ABLホール3F

■KDAサロン開催
｢映画サロン名タイトル集｣

■当協会クリスマスパーティー
｢アデュー’90｣
会期／1990年12月12日（水）
会場／京都河原町マイジャービル8Fホール

■’91京都デザイン会議
主催／京都デザイン関連団体協議会（12団体）
会期／平成3年3月30日（土）
会場／YOU AND I（京都私学会館）
参加者／約200名
テーマ／新･建都のデザインを考える“THE  STATION”

■都市美観研究会
テーマ／木屋町通三条̃四条間東側街並み整備提案
会期／平成2年10月～平成3年3月末

■（社）京都デザイン協会25周年記念
会員作品展「京曼陀羅’91未来デザイン都市」日図デザイン
博物館

■京都市パイロット･ショップに運営協議会委員として協力､参加
■（社）京都デザイン協会NEWS発行
■（社）京都デザイン協会　会員名簿作成

1991～1992
平成3年4月～4年3月　理事長　今西　慧/本郷大田子

■ヒューマンデザインコンペ ’91 共催
会期／1991年10月26・27日（土・日）
会場／日図デザイン博物館

第10回総会式次第
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■’91京都デザイン優品選定事業（第2回）
■創立25周年･社団法人10周年
特別記念事業

■｢情報誌｣出版事業
■’92京都デザイン会議
主催／京都デザイン関連団体協議会（12団体）
会期／平成4年3月7日（土）
会場／京都市国際交流会館
参加者／約200名
テーマ／新･建都のデザインを考える｢京都美観醜観論｣

■（社）京都デザイン協会25周年記念出版
「キョートイメージ1992」
1992年3月31日発行

■第30回京都デザイン大賞コンペ
テーマ／手の発言

■当協会会員展
テーマ／京のかたち'91
会期／平成3年12月21日（土）～23日（祝）
会場／日図デザイン博物館

■京都デザイン大賞コンペ第30回記念　特別セミナー開催
テーマ／クリエーター放談｢手は口ほどに物をいい｣
会期／平成3年12月23日（月祝）
会場／日図デザイン博物館

■ファッション京都ネットワーク推進事業　参画
■第15回WCCアジア総会&アジア･太平洋工芸会議 ’91京都
参画

■第3回国際テキスタイルコンペティション　―京都―　参画
■国際デザイン･コンベンション ’91 ―兵庫―　参画
■国際デザイン･コンベンション ’91 ―九州―　参画
■国際デザイン展 ’91に協力･参画
■平安建都1200年記念
｢KANSAI YAMAMOTO･FASHION+ARTS｣に協力､参画

■受託事業
●滋賀県産地活性化推進事業
期間／平成3年4月̃平成4年3月末
実施機関／浜縮緬工業協同組合
●’92 made in KYOTOベストデザイン賞事業

■KDAサロンの開催｢KDAシネマサロン･ラブシーン特集｣
■KDAサロンの開催｢KDA年忘れかくし芸大会｣
■当協会都市美観研究会
■受託京都市パイロット･ショップに運営協議会委員として
協力､参加

■京都府中小企業対策協議会に委員として協力､参加
■（社）京都デザイン協会NEWS発行
■（社）京都デザイン協会　マメまめ短信（FAXによる通信）発行
■広報対象団体･個人の名簿整理･調査

1992～1993
平成4年4月～5年3月　理事長　本郷大田子

■（社）京都デザイン協会25周年記念式典
京都デザイン賞授与式

会場／京都ブライトンホテル
会期／1992年5月13日（土）

■第1回（社）京都デザイン協会文化ナイトフォーラム｢サウ
ンドスケープ in 三千院｣開催
会期／1992年9月19日（土）
会場／大原･三千院境内｢往生極楽院｣
参加者／約300名

■記念事業報告
●ベストマーク1200｢KYOTOベストマーク集｣発行
｢印｣サインの編集発行
発行年月日
1992年12月10日

■KDAサロンの開催
■1992フェアウェル･KDAライブ&パーティ
■第31回京都デザイン大賞指名コンペ
テーマ／｢布｣

■ヒューマンデザインコンペ ’92 共催
■ファッション京都ネットワーク推進事業　参画
■第5回国際デザイン･キャンプ ’92 ―松本―　参画
■国際デザイン･コンベンション ’92 ―新潟―　参画
■国際デザイン･コンベンション ’92 ―広島―　参画
■受託事業
●Made in KYOTO’93 ベストデザイン賞
主催／京都府
会期／1993年3月11日（木）～16日（火）
会場／京都クラフトセンター

■京都市パイロット･ショップ運営協議会委員として協力､参加
■京都府中小企業対策協議会に委員として協力､参加
■（財）平安建都千二百年記念協会行催事検討部会に委員とし
て協力､参加

■（社）京都デザイン協会　NEWS発行
■（社）京都デザイン協会　マメまめ短信（FAXによる通信）発行
■（社）京都デザイン協会　KDA Letter
■地域デザイン会議 ’93｢京都デザイン会議｣
主催／財団法人日本産業デザイン振興会､京都デザイン関連
団体協議会（12団体）
会期／1993年3月23日（火）･ 24日（水）
会場／国立京都国際会館　ルームA他
参加者／約500名
テーマ／京都デザインルネッサンス―地域から世界へ―

1993～1994
平成5年4月～6年3月　理事長　本郷大田子

■第1回(社)京都デザイン協会賛助会員交流フォーラムの開催
テーマ／デザインは魔法のランプか
会期／1993年6月4日（金）

■第2回（社）京都デザイン協会文化フォーラム｢サウンドス
ケープin東山･高台寺｣の開催
テーマ／夢ひびき



会期／1993年11月13日（土）
会場／東山･高台寺（方丈）

■Made in KYOTO ’94京都デザイン優品選定事業
主催／京都府（選定商品展）
会期／1994年3月10日（木）～15日（火）
会場／京都クラフトセンター

■第32回京都デザイン大賞コンペ
テーマ／｢自分自深｣
｢平安建都1200年記念｣特別事業
大晦日に､羽織袴で平安神宮へ参拝｡

■ヒューマンデザインコンペ ’93 共催
■’94京都デザイン会議の開催（京デ協）
主催／京都デザイン関連団体協議会（12団体）
会期／1994年3月19日（土）
会場／国立京都国際会館　ルームD他
参加者／約200名
テーマ／人類はどこへむかっているのか

―いまデザインを考える―

■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■京都市パイロット･ショップ運営協議会委員･商品選考委員
会委員として協力､参加
■京都府中小企業対策協議会に委員として協力､参加
■京都府デザイン振興対策協議会に委員（副会長）として協力､参加
■21世紀の障害者福祉を考える懇談会に委員として協力､参加
■（財）平安建都千二百年記念協会行催事検討部会に委員とし
て協力､参加

1994～1995
平成6年4月～7年3月　理事長　本郷大田子

■平安遷都1200年記念
■第3回（社）京都デザイン協会文化ナイトフォーラム
｢夢あかり in 高台寺｣
テーマ／夢あかり
会期／1994年10月16日
会場／東山･高台寺（方丈）

■京都国際デザイン祭（’95京都デザイン会議）
主催／京都デザイン関連団体協議会（12団体）

共催／ファッション京都推進協議会､ACCD（アジア）建設
推進会議

会期／1994年10月23日（日）～25日（火）
会場／国立京都国際会館大会議場
参加者／約1,500名
テーマ／心地よさの予感

―デザインシャワーを浴びて―
〈23日〉｢挑発するデザイン―イタリア･京都｣空間と環境
〈24日〉｢反発するデザイン―パリ･京都｣都市と創造

〈25日〉｢爆発するデザイン―アジア･京都｣創造の発見

■社団法人京都デザイン協会
新・ロゴマーク決定

■ヒューマンデザインコンペ’94共催
■Made in KYOTO’95京都デザイン優品選定事業
■ファッション京都推進協議会ネトワーク事業参画
■京都市パイロット･ショップ運営協議会委員･商品選考委員
会委員として協力､参加

■京都府中小企業対策協議会に委員として協力､参加
■京都府デザイン振興対策協議会に委員（副会長）として協力､参加
■21世紀の障害者福祉を考える懇談会に委員として協力､参加
■（財）平安建都千二百年記念協会行催事検討部会に委員とし
て協力､参加

■国際紙シンポジウム’95に委員として協力､参加
■ACCD（アジア）建設推進協議会に幹事として協力､参加
■受託事業
●｢ふれんど京都府バッジ｣のデザイン作成に関する協力
●京都府伝統工芸品に係わるロゴタイプ､シンボルマーク
及び指定証書のデザイン制作

■第1回KDAサロン｢年忘れ手造りサロン｣
会期／1994年12月26日（月）
会場／文斎窯

■Made in KYOTO
’94京都デザイン優品選定事業
主催／京都府（選定商品展）
会期／1995年3月9日（木）～14日（火）
会場／京都クラフトセンター

■第33回京都デザイン大賞コンペ
テーマ／｢京都スタイル｣
主催／京都市､（社）京都デザイン協会､京都商工会議所
会期／1995年1月4日（水）～10日（火）
会場／祇園ABLホール

■第2回KDAサロン｢松本酒造（日出盛）蔵元･新酒をいただく会｣
会期／1995年3月11日（土）

1995～1996
平成7年4月～平成8年3月　理事長　本郷大田子

■サロンの開催
●第1回陶芸サロン
会期／1995年4月1日（土）
会場／文斎窯
●祇園祭・町家サロン
会期／1995年7月14日（金）
会場／無名舎（吉田孝次邸）

■第1回ミニフォーラム
「縦・ヨコ・ななめ」の開催
主催／（社）京都デザイン協会
会期／1995年9月7日（木）
会場／祇園ABLホール会議室
テーマ／「メディアデザインのゆくえ」

13
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■第4回(社)京都デザイン協会文化ナイトフォーラムの開催
主催／（社）京都デザイン協会
テーマ／八代亜紀の唄をデザインする
会期／1995年10月15日
会場／上七軒歌舞練場

■第34回京都デザイン大賞コンペ
テーマ／「京都スタイル」
主催／京都市、社）京都デザイン協会、京都商工会議所
会期／1996年1月4日（水）～10日（火）
会場／祇園ABLホール

■Made in KYOTO'96京都デザイン優品選定事業
主催／京都府
〈選定商品展〉
会期／1996年3月7日（木）～12日（火）
会場／京都クラフトセンター

■KDA会員展の開催
主催／ (社)京都デザイン協会
会期／1996年3月11日（月）～17日（日）
会場／みすやギャラリー
テーマ／「顔」陶板

■’96京都デザイン会議の開催(京デ協)
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／1996年3月30日（土）
会場／高台寺「方丈の間」
テーマ／「技のストックーデザインの夢ー」

■ヒューマンデザイン大賞コンペ '95 共催
■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　協力、参加
■京都府中小企業対策協議会に委員として協力、参加
■京都府デザイン振興対策協議会に委員（副会長）として協力、参加

1996～1997
平成8年4月～9年3月　理事長　本郷大田子

■KDA創立30周年､社団法人化15周年 in 特別記念事業
会期／1996年12月10日（火）～15日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢キョートデザイン30･愛と優しさ―Creation & Mind―｣
●創立30周年記念式典

●第5回京都デザイン賞の選定｢京都発のデザインを誇ろう｣
●KDA公開シンポジウム
｢デザインとゴミの関係―パッケージから考える｣
●KDAテンセルコミュニケーション展
●KDAデザインショー展
●バリアフリーデザイン展

■Made in KYOTO ’97
京都デザイン優品選定事業

〈選定商品展〉
主催／京都府
会期／1996年12月10日（火）～15日（日）
会場／京都市勧業館｢みやこめっせ｣地下1F第1展示場

■第5回文化ナイトフォーラムの開催
主催／（社）京都デザイン協会
会期／1996年12月15日（日）
会場／京都市勧業館｢みやこめっせ｣地下1F大会議室
テーマ／｢夢ごこち｣デザインはジャンルを越える

■第35回京都デザイン大賞コンペ
主催／京都市､京都商工会議所（社）京都デザイン協会
会期／1996年12月10日（火）～15日（日）
会場／京都市勧業館｢みやこめっせ｣地下1F第1展示場

■’97京都デザイン会議の開催（京デ協）
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／1997年3月28日（金）
会場／旧､明倫小学校
テーマ／｢エコ･デザイン―しまつは蘇るか｣

■奥越地場産業活性化事業

■ヒューマンデザイン大賞コンぺ ’97 共催
■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■第5回国際テキスタイルコンペティション’97 参画
■京都市パイロット･ショップ運営協議会委員･商品選考会委
員会委員として協力､参加

■京都府中小企業対策協議会に委員として協力､参加
■京都府デザイン振興対策協議会に委員（副会長）として協力､参加
■KDAサロン
■KDA会員活動委員会
●バリアフリーデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会

1997～1998
平成9年4月～10年3月　理事長　本郷大田子

■Made in KYOTO ’98 京都デザイン優品選定事業
〈選定商品展〉
主催／京都府
会期／1997年12月4日（木）～9日（火）
会場／京都クラフトセンター

■文化ナイトフォーラムの開催
会期／1997年12月5日（金）
会場／上七軒歌舞練場
テーマ／芸歴50周年記念｢露の五郎　話芸を楽しむ夕べ｣

テンセルコミュニケーション展

田中一光氏
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■地球温暖化防止京都会議開催記念
｢地球環境ポスターデザインフェア｣
第36回京都デザイン大賞コンペ･ポスター大賞展
主催／地球温暖化防止京都会議支援実行委員会 ､京都市､京
都商工会議所 ､（社）京都デザイン協会
会期／1997年12月9日（火）～14日（日）
会場／日図デザイン博物館

■第2回KDA会員展
主催／（社）京都デザイン協会
会期／1998年2月24日（火）～3月1日（日）
会場／志摩画廊

■’98京都デザイン会議の開催(京デ協)
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／1998年3月27日（金）
会場／京都市勧業館｢みやこめっせ｣地下1F大会議室
テーマ／｢こころ｣―夢は未来の予行演習2020―

■ヒューマンデザイン大賞コンペ ’97 共催
■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■KDAサロンの開催
■KDA会員活動委員会
●バリアフリーデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会

1998～1999
平成10年4月～11年3月　理事長　本郷大田子

■Made in KYOTO ’99 京都デザイン優品選定事業
〈選定商品展〉
主催／京都府
会期／1998年12月17日（木）～22日（火）
会場／京都クラフトセンター

■第37回京都デザイン大賞コンペ
主催／京都市､京都商工会議所（社）京都デザイン協会
会期／1998年12月9日（水）～13日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／伝統とデザイン

京都スタイル

■露乃五郎兵衛碑建立事業
主催／（社）京都デザイン協会
会期／1999年1月30日（土）
会場／北野天満宮内

■第7回文化ナイトファーラムの開催
会期／1999年2月10日（火）
会場／ART COMPLEX1928 
テーマ／｢京の洋館VS京の町家｣

■第3回KDA会員展
会期／1999年3月23日（火）～3月28日（日）
会場／同時代ギャラリー

■’99京都デザイン会議の開催（京デ協）
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／1999年3月27日（土）
会場／京都市勘業館

｢みやこめっせ｣
地下1F大会議室

テーマ／｢1900年代までのデザインを振り返って､そして明日を｣
―今日までのデザイン明日のデザイン―

■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■京都市パイロット･ショップ運営協議会委員･商品選考会委
員会委員として協力､参加

■国際テキスタイルコンペティション運営委員会委員に共催
団体として協力､参加

■KDAサロン
■協力事業
●京都府デザイン振興対策協議会
●アメニティ･デザイン･フォーラム

■KDA会員研究委員会
●バリアフリーデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会

1999～2000
平成11年4月～12年3月　理事長　本郷大田子

■京都優品
デザインバイブル発行

■京都デザイン資源活用普及事業
■第38回京都デザイン大賞コンペ1999 
主催／京都市､京都商工会議所（社）京都デザイン協会
会期／1999年12月9日（木）～12日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢伝統とデザイン･21世紀の京都｣

■’00京都デザイン会議の開催（京デ協）
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／2000年3月30日（木）
会場／知恩院山門下
テーマ／｢京都をいっぺん診なおそう｣

■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■国際テキスタイルコンペティション運営委員会委員に共催
団体として協力､参加

■KDAサロン
■KDA関連デザイン団体との親睦交流
■受託事業
●奥越地域繊維産業集積活性化事業

■KDA会員研究委員会
●ユニバーサルデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会
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2000～2001
平成12年4月～13年3月　理事長　本郷大田子

■第4回KDA会員展
会期／2000年4月4日（火）～4月9日（日）
会場／同時代ギャラリー

■京都デザイン優品2001選定事業
主催／京都府､（財）京都府中小企業振興公社､（財）京都府
産業情報センター
審査日／2000年10月17日（火）
会場／京都リサーチパーク 選定数　76点

■第39回京都デザイン大賞コンペ2000
主催／京都市､京都商工会議所､（社）京都デザイン協会
会期／2000年11月3日（金）～5日（日）
会場／日図デザイン博物館
テーマ／｢創造新世紀｣―Towards the Century of Creative Imagination―

■受託事業
●奥越地域繊維産業集積活性化事業
主催／（財）奥越地域地場産業振興センター
会期／2000年11月10日（金）～16日（木）
会場／京都駅ビル室町小路広場
テーマ／「和紙布」

■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■くろちくサロン
第1回
日時／2000年8月11日（金）
テーマ／｢京の若者｣ ―伝統との葛藤､守るか攻めるか―
第2回
日時／2000年10月5日（木）
テーマ／｢祭りのデザイン｣
第3回
日時／2000年11月29日（木）
テーマ／｢アメリカのベンチャー事情｣ 

―京都は変われるか､その時デザインは―
第4回
日時／2000年12月27日（水）
テーマ／｢京のしきたり･正月迎え｣ 21世紀

―京の伝統は消えるのか―
第5回
日時／2001年1月29日（月）
テーマ／｢京の味覚､伝承の味｣ 

―京の名産は本当か､21世紀は変わるのか―

■’01京都デザイン会議の開催(京デ協)
主催／京都デザイン関連団体協議会（11団体）
会期／2001年3月28日（水）
会場／ART COMPREX 1928
テーマ／｢21世紀のデザインは私が創る｣
―学生･若手クリエイターの主張―

■KDA会員研究委員会
●ユニバーサルデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会

2001～2002
平成13年4月～14年3月　理事長　本郷大田子

■KDA会員展
●第5回KDA会員展
会期／2001年4月17日（火）～4月22日（日）
会場／同時代ギャラリー

●第2回KDAチャリティー作品版画展

■第1回京都デザインビエンナーレの開催準備
主催／京都市､京都商工会議所､ 

（社）京都デザイン協会
テーマ／｢伝統とデザイン｣

（京都から世界へ向けて）
会期／2002年11月22日（金）～24日（日）
会場／日図デザイン博物館

■京都デザイン優品2002選定事業
主催／京都府､（財）京都産業21､ （社）京都デザイン協会
審査日／2001年9月20日（木）
会場／成安造形短期大学
選定数／69点（36社）

■KDAサロン
■KDA春季親睦会
■くろちくサロン
第1回
日時／2001年6月30日（土）
場所／祇園くろちくビル4階
テーマ／「東京事情」
第2回
日時／2001年9月26日（水）
場所／（協）和座百衆
テーマ／「デザインビジネスを探る｣
第3回　
日時／2002年3月28日（木）
場所／京都西陣町家スタジオ
テーマ／「ブロードバンドによる京都からの情報発信｣

■KDA会員研究委員会
●ユニバーサルデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会
●第1回国際交流委員会
会期／2001年7月6日
会場／おおたや
テーマ／「アジアンネットワークへの道｣

●第2回国際交流委員会
会期／2001年10月14日
会場／京都市国際交流会館
テーマ／「アフガニスタンの現況報告｣

■KDA会員展
●第6回KDA会員展
会期／2002年3月26日（火）～3月31日（日）
会場／ギャラリー｢カト｣
テーマ／俳句を版画で表現
●第3回（善意の輪）KDAチャリティー作品展
出品数／20点
寄贈先／社会福祉法人東九条のぞみの園、島原のぞみ支援センター
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■’02京都デザイン会議（京デ協）
主催／京都デザイン団体協議会（11団体）
会場／上七軒｢くろすけ｣（町家）
テーマ／デザイナーズコラボレーション（つなぐ）

■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■受託事業
●奥越地場産業振興事業

2002～2003
平成14年4月～15年3月　理事長　本郷大田子･久谷政樹

■京都デザイン優品2003選定事業
主催／京都府､ （財）京都産業21､ （社）京都デザイン協会
審査日／2002年10月19日（土）
会場／京都市立芸術大学
選定数／48点（38社）

■第1回京都デザインビエンナーレ2002
主催／京都市､京都商工会議所､ 

（社）京都デザイン協会
テーマ／「伝統とデザイン｣ ―京都から世界へ向けて―
会期／2002年11月22日（金）～24日（日）
会場／日図デザイン博物館

■KDA京町家くりえいてぃぶサロン
第1回
日時／2002年7月26日（金）
テーマ／「中国雑談議｣
第2回
日時／2002年10月28日（金）
テーマ／「コカ･コーラのわが国に於ける広告戦略｣
第3回
日時／2002年11月16日(土)
テーマ／「京町家で癒しのこんさーと｣
内田奈織ハープ＆ピアノ
第4回
日時／2003年1月25日（土）
テーマ／「京町家で(竹の篭)を手作りする(ものづくり教室)｣

■京都デザイン優品2004選定事業
主催／（社）京都デザイン協会
公募期間／2003年2月10日締め切り
審査日／2003年3月27日（土）
会場／京都市立芸術大学
応募数／142点（74社）
選定数／54点（38社）
○京都デザイン優品相談会
日時／2002年9月より6回実施
会場／京都西陣町家スタジオ

■’03京都デザイン会議（京デ協）
主催／京都デザイン団体協議会（11団体）
会場／上七軒｢くろすけ｣（町家）
テーマ／デザイナーズコラボレーション（つなぐ）

■KDA新春会員交流会
■KDA会員交流会
■ファッション京都推進協議会ネットワーク事業　参画

■KDA会員研究委員会
●ユニバーサルデザイン研究会
●エコデザイン研究会
●デジタルコミュニケーション研究会

2003～2004
平成15年4月～16年3月　理事長　久谷政樹

■奈良デザイン協会との交流会
◎第１回
日時／2003年4月5日（土）
会場／重森三玲邸→祇園レストラン菊水→円山公園

◎第２回
日時／2003年7月12日（土）
会場／なら工芸館

■第1回京都デザインビエンナーレ東京展の開催
主催／京都市､（社）京都デザイン協会
テーマ／｢伝統とデザイン｣―京都から世界へ向けて―
会期／2003年8月26日(火)～30日（日）
会場／京都館（東京・赤坂・アーク森ビル）

■KDA京町家くりえいてぃぶサロン
第1回
日時／2003年7月25日（金）
テーマ／「21世紀の新しい波を京都から！」
講師／南澤　弘
会場／京都西陣町家スタジオ
第2回
日時／2003年11月1日（土）
テーマ／「たのしい写真の撮り方」
講師／鳥山　生夫
会場／京都西陣町家スタジオ
第3回
日時／2003年11月22日（土）
テーマ／「篆刻を楽しむ」
講師／傅　魏
会場／京都西陣町家スタジオ

■京都伝統産業青年会とのコラボレーション
テーマ：「技と心」～伝わりそして伝える～

《あかりプロジェクト》
会期／2003年11月1日（火）～24日（月）
会場／青蓮院門跡

■KDA会員展
会期／2004年1月29日（木）～2月4日（水）
会場／メディックムツミ堂フォトギャラリー
テーマ／「デザイナーが捉えた・きょう de サイン」

■KDA新春会員交流会
日時／2004年1月29日（木）
会場／アサヒビアレストラン「スーパードライ」

■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■KDA会員研究委員会
●ユニバーサルデザイン研究会
●エコデザイン研究会

■’04京都デザイン会議（京デ協）
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2004～2005
平成16年4月～17年3月　理事長　久谷政樹

■春の懇親ゴルフコンペ
日時／2004年4月9日（水）
会場／信楽カントリー

■京都デザイン優品2005選定事業
主催／（社）京都デザイン協会
公募期間／2004年11月19日締め切り
審査日／2004年12月18日（土）
会場／京都市立芸術大学
応募数／108点（53社）
選定数／28点（19社）
○京都デザイン優品相談会
日時／2004年5月より10回実施
会場／京都西陣町家スタジオ

■京都伝統産業青年会とのコラボレーション
テーマ：「京・伝・産・青」
会期／2004年11月19日（金）～23日（火）
会場／青蓮院門跡

■室町プロジェクト
室町の将来を危惧する一部の企業からの要請により、プロ
ジェクトを立ち上げ。
今期はヒアリングを主体として各社との事前会議を持ち、
次年度には推進母体を具体的に進めていく

■KDA会員展
会期／2005年1月24日（月）～2月1日（火）
会場／新風館3Fトランスジャンル
テーマ／デザイナーが捉えた

きょう de サイン
「私の好きな京都・嫌いな京都」

■KDAサロン
第1回京都デザイナー交流会
日時／2004年8月27日（金）
テーマ／めざめよ！デザイナー達

「残夏の夜のデザイナー交流会
参加者／48名
第１部記念講演「京都のデザインを考える」

KDA理事長　久谷政樹
第２部交流会パーティー
会場／リーガロイヤルホテル
第2回京都デザイナー交流会
日時／2005年1月28日（金）
テーマ／デザイナーが捉えた

「好きな京都、嫌いな京都」
参加者／74名
第１部新春パネルディスカッション

「好きな京都、嫌いな京都」
第２部交流会パーティー
会場／新風館レストラン「hafuu･･」

■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■ 近畿圏デザイン協会
◎第１回事業交流会
日時／2004年5月30日（日）

会場／レストラン萬京
◎近畿圏デザイン協会第１回研究交流会実行委員会
日時／2004年10月9日（土）

◎近畿圏デザイン協会第2回研究交流会実行委員会
日時／2004年12月11日（土）
会場／京都烏丸綾小路「かごの屋」

◎近畿圏デザイン協会第3回研究交流会実行委員会
日時／2005年3月19日（土）
会場／神戸市勤労会館

■奈良デザイン協会との交流会
◎奈良デザイン協会創立20周年記念事業参加
日時／2004年9月25日（土）
会場／奈良市男女共同参画センター
テーマ／これからの観光を考える

■’05京都デザイン会議の開催
日時／2005年3月11日（金）
会場／ウイングス京都
テーマ／京都型プロダクトデザインは成立するのか

■京（みやこ）のプロダクトデザイン
振興戦略研究事業

主催／（社）京都デザイン協会・京都デザイン関連団体協議会
テーマ／「京のプロダクトデザインを考える」シンポジウム
〈１部〉a プロダクトデザインの歴史と現代プロダクトデザイン

b 京都プロダクト業界の現状
〈２部〉c 京都のプロダクト関連企業の先進的取組みについ

てのパネルディスカッション
会期／2005年3月11日（金）
会場／ウイングス京都
参加者／33名

2005～2006
平成17年4月～18年3月　理事長　久谷政樹

■京（みやこ）のプロダクトデザイン振興戦略研究事業
京都市の京の伝統産業・元気応援事業認定
活動記録
［打合せ・研究会・シンポジウム］
2005年6月10日（金）～2006年3月17日（金）計6回
［KYOTO  STYLE事業企画参画］
2005年6月9日（木）～2006年2月15日（水）計4回
［デザイン優品事業参画］
2005年9月29日（木）～2006年3月24日（金）計6回

■室町プロジェクト
今期はヒアリングを主体として各社との事前会議を持ち、
次年度にはプロジェクト構想概要書を完成

■KDA会員展
会期／2005年10月17日（月）～23日（日）
会場／新風館3Fトランスジャンル
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テーマ／デザイナーがカメラで捉えた
「私の好きな京都・嫌いな京都」「京を観る」

平成16年度会員展作品秋田展
会期／2005年11月24日（木）～12月4日（日）
会場／アトリエももさだ・ギャラリー棟展示室

■KDAサロン
●第3回京都デザイナー交流会
日時／2005年10月23日（日）
第１部パネルディスカッション
第２部交流会パーティー
テーマ／「京都を観る」
参加者／47名
会場／新風館 3F イタリアンレストランZenetti

●第4回京都デザイナー交流会
日時／2006年2月18日（土）
会場／清水坂京料理「日月庵」

■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■京都伝統産業青年会とのコラボレーション
■近畿圏デザイン協会
◎神戸デザイナー協会NPO設立披露パーティー
日時／2005年12月3日（土）
会場／神戸市立こうべまちづくり会館
参加者／40名

◎神戸デザイン協会フォーラム開催
日時／2006年3月24日（金）
場所／神戸市勤労会館2階

■京都デザイン優品2006選定事業
主催／（社）京都デザイン協会
公募期間／2006年2月10日締め切り
審査日／2006年3月25日（土）
会場／京都市立芸術大学
応募数／115点（69社）
選定数／2点（20社）

■’06京都デザイン会議の開催
日時／2006年3月17日（金）
会場／京都西陣町家スタジオ大広間
テーマ／「プロダクトデザインの

現代の課題とその解決に向けて」

2006～2007
平成18年4月～19年3月　理事長　久谷政樹

■京（みやこ）のプロダクトデザイン振興戦略研究事業
■京都デザイン優品展
主催／（社）京都デザイン協会
会期／2006年10月22日（日）～26日（水）
会場／国立京都国際会館

■’07京都デザイン会議の開催
日時／2006年10月23日（月）
会場／京都国際会館イベントホール
テーマ／「京都とユニバーサルデザイン」

■室町プロジェクト
17年に完成させた室町プロジェクト構想概要書の周知

■KDA会員展
会期／2006年11月20日（月）～24日（金）
会場／新風館3Fトランスジャンル
テーマ／デザイナーがカメラで捉えた「鴨川一景」

■KDAサロン
●第5回京都デザイナー交流会
日時／2006年8月26日（木）
参加者／45名
会場／リーガロイヤルホテル「桜の間」
●第6回京都デザイナー交流会
日時／2007年1月25日(木)
会場／ライブハウス「ケントス」

■KDAデザイン教室
■ファッション京都推進協議会シンポジウム事業　参画
■京都伝統産業青年会とのコラボレーション
■ 近畿圏デザイン協会
◎近畿デザイン協会協議会実行委員会
日時／2006年5月14日（日）
会場／奈良中央公民階

◎堺デザイン協会総会及び懇親会
日時／2006年6月3日（土）
場所／堺市百舌鳥「もず野」

◎近畿圏デザイン協会協議会実行委員会
日時／2006年6月25日（日）
場所／堀川中立売「千龍」

◎近デ協合同発表会用冊子の編集、発行

2007～2008
平成19年4月～20年3月　理事長　久谷政樹

■京都デザイン協会創立40周年記念事業実行委員会　設立
（2007年4月設立）
■創立40周年記念式典（11月13日）
会場／ホテルモントレ京都

■創立40周年記念誌出版（11月13日）
■創立40周年記念会員展（11月12日～18日）
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