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10月11日（日）
京都市立芸大にて行われる
応募作品の審査にご協力下さい
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京都・西安デザイン交流会、ツアー報告

京都・西安両会場で熱烈歓迎！
京都・西安デザイン交流会、ツアー報告

◎京都デザイン賞

宮井（株） 風呂敷を提案
京都発デザインを海外に広めるために

◎JAPANデザイン海外販路開拓支援事業

風呂敷で「京都を包む」
◎KDA会員展

マップ作り進行中！

京都・西安両会場で熱烈歓迎！

KDA拠点を三条に移転！

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。
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7月
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◎三条通デザイン事業

〒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

京都の中心三条。利便性もよくなり、
さらなる情報発信の拠点としても高まる期待。
　当協会は7年間事務局を置いていた西陣町家スタジオを離れ、
2009年８月28日、三条小川・旧田中直染料店ビル2階に移転しまし
た。三条通に面した、広く明るいスペースです。京都の中心部にも近く、
利便性もよいため、フットワークのよい活動や会員相互のコミュニケ
ーション活性化に役立ちます。特に「三条通デザイン事業」において
は、活動の拠点にふさわしい場所であり、マップ作りをはじめとする多
くの作業に役立つものと期待されます。

新しい会報「LOOK! KDA」をご活用ください

会員増強にご協力ください

　東は四ノ宮から、西の嵐山までを貫く三条通15Kmの調査取材を
一旦終え、どこにもない地図製作に取り掛かっています。三条通全体
の復興・活性化を目指し
たプロジェクト事業は、
統一イメージによる新
商品の開発と販売に向
け、地図製作と併行して
進めていきます。

　経済産業省が推進するジャパン海
外販路開拓事業に宮井株式会社の
風呂敷が選ばれました。環境に優し
い、新しい表現技法などが評価され
ました。今後京都デザイン協会会員
デザイナーとの共同作業で世界に
PRできる風呂敷のデザインを進める
予定です。

　作品を通じて交流と協会アピールのために行われてきた会員展
を2年ぶりに企画しています。2010年2月に、「京都を包む」をテー
マに風呂敷表面のデザイン展を予定
しています。風呂敷は環境にも優し
い素材として注目されています。会員
各位におかれましてはぜひともご参
加いただき、ご自身のアピールに、ま
た協会の活性化にご協力いただきま
すようよろしくお願いいたします。
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新人さん 
いらっしゃい

1975年生まれ。ヨーク大学（トロン
ト）卒。1999年来日。2006年花園大
学（京都）修士課程修了。同年、京都
造形芸術大学非常勤講師。フリーラ
ンスのグラフィックデザインや美術関
係の翻訳家としても活躍中。

【京都展】4月10日～12日　京都市国際交
流会館　西安からの参加者　21名

【西安展】4月24日～30日　西安美術学院
ツアーは３泊4日　京都からの参加者11名

　京都デザイン協会と中国・西安デザイン協
会との初めての交流展が2008年４月、京
都・西安両都市で開催されました。
　京都展は、奈良理事長と龐永紅副団長に
よるテープカットでスタート。賑やかなオープ
ニングセレモニーに続き展覧会場横のレスト
ランにて歓迎交流パーティーが開催されま
した。西安からも多くのデザイナーが来日参
加、日中友好を確認しました。参加デザイナ
ーは計40名、作品展数は計80点という大
規模な展覧会となり、レベルの高い作品が
所狭しと会場を埋め、場所柄外国人も見受
けられ多くの入場者で賑わいました。

　西安展でも展覧会に先立ち、オープニング
セレモニーが行われました。会場となった西
安美術学院の先生や学生たちから熱烈歓
迎。参加した当協会会員も興奮しました。広
い会場壁面にゆったりと展示された作品を、
西安の学生もじっくり研究していました。
　その後、兵馬俑など西安観光の後、夕刻に
は歓迎祝賀会が行われやはり熱烈歓迎ぶり
に大満足の初日でした。
　2日以降は玄奘法師ゆかりの大雁塔や碑
林の書の数々、博物館を見学したり近くてな
かなか行けない中国の旅を満喫しました。

　平成20年の役員改選で久谷体制から奈良体制に移行し早くも1年と4分の1が経過し
ました。選挙で選ばれた20名の理事は毎月第2金曜日7時からの月例理事会を中心に協
会のビジョンとして掲げた「京都のまち・ひと・ものをデザインする」を、会員はもとより広く
社会とのコラボレーション型プロジェクトとしてそれぞれの責任担当制により着実に実行
するよう心掛けてきました。理事会議事録やプロジェクトに関するお知らせは、KDAのホー
ムページや印刷物で行なっていますが、会員一人ひとりには届いておらず、「何をしているの
かわからない」といったおしかりも受けています。大きなデザイン運動体であるためには密
度の濃いコミュニケーションが必要です。復刊したこの会報KDA NEWS「LOOK! KDA」
を活性化のための媒体のひとつとして是非ご活用ください。

　会員増強にご協力ください。特に若い人が参加しやすいよう、准会員〈就業10年未満。会
員の推薦も不要（紹介者のみ）。年会費12,000円〉、学生会員〈年会費5,000円〉の特別待
遇を設けています。

理事の担当事業が決っています
■総務部
・会員増強→役員全員。
・広報事業→古川加津夫、藤原義明
・書記→鈴鹿且久（木全正則）
■Kyoto Design Award 2009

「京都デザイン賞」
土居英夫、井上捷之、才門俊文、竹林善孝、
永田義博、橋本繁美、高濱豊、田中聡、
辻勇佑、鳥山生夫、山岡敏和
■通りのデザイン事業
大石義一、藤原義明、川口凱正、永田義博、
小川富男、小山比奈子、才門俊文、
吉田忠嗣（塚本茂治）

■会員活性化
・KYOTO DESIGN SQUARE 2008
　→古川加津夫、川口凱正、辻勇佑
・定例交流会（夏、秋、新年）
　→藤原義明、土居英夫、小山比奈子
・Designers Mini Cafe→担当なし
■京都デザイン会議の開催→大石義一
■関連団体との連携事業
　→藤原義明、小山比奈子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　以上、敬称略

KDA出入り口下に
咲いている花です。

ちょっと邪魔に
なりますが

抜いてしまうには
かわいそう。

エリック・ルオンさん

京都造形芸術大学
芸術教養教育センター

　「京都デザイン優品」が生まれ変わり「Kyoto 
Design Award 2009 京都デザイン賞」とな
って初めての今回は、応募総数100点を超える規模となっております。
その多くの作品に関する審査には、正会員の皆様のご協力が必要で
す。是非これを機会に皆様のご参加をお待ちしております。
なお、詳細は事務局まで。

奈良理事長と龐永紅副団
長によるテープカット

展示会場にて西安デザイ
ン協会から記念品をプレ
ゼント

写真左=京都からの参加者
全員が壇上で紹介され熱烈
歓迎。
写真右=会場入り口に置か
れた真っ赤なタイトルプレ
ート

一般会員の参加を待っています！
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