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2019年度 活動報告

一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会
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11月 14日 、公益社団法人インテリア産業協会が

主催する「10 KSと 社会的ウエルネス」をテーマと

したパネルディスカッションが開催され、当協会の

林柳江会長がファシリテーターを務めました。

このパネルディスカッションは、『IFFT 2019』

との連動企画。これらの展示会の様子がインテリ

ア産業協会ホームページに掲載されました。

パネルディスカッション「iC tt KSと 社会的ウエルネス」
東京ビッグサイト 11/13～ 15

イナ■サテと1業協会ブース「JOL防災」展示

昼昌;:βll盆呂必安じ:写生クトチ_ム

技:ヤ1韻

1鱗1章
,IⅢⅢⅢⅢ

=



IDMシンポジウム 2019
パネルディスカッション「THE HiSTORY」
東京デザインセンター 11/29

IDM(インテリアデザインミーティング)シ ン

ポジウム2019に 参カロしました。

25団体のうち、iConを含む5団 体による

パネルディスカッション「THE日 ISTOR

Y」 では、度瀬直樹理事がパネリストとして

登壇しました。それぞれの資格 団体の成

り立ちなどを紹介し、今後の日本のインテリ

アデザインについて語り合われました。
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2019年度活動報告

会長挨拶

平成から令和へと新時代の幕開けを迎えた2019年度は、私たちiCOnにとっても、これまで

の着実な活動が一躍評価され、インテリアコーディネーター (以下iC)の 職能団体としての

期待を実感した一年となりました。これも会員の皆様の日頃の活動と、賛助会員各社様の

ご協力の成果と心から感謝を申し上げます。

なかでも」APANTEX 2019パネルディスカッションヘの参カロやIFFT 2019での「」OL防

災」の展示では、「私たちICがインテリアを通じていかに社会に貢献できるか」をテーマに、

研究会の取り組みを紹介して大きな反響を得ました。第8回定時社員総会記念講演でもS

DGs(持続可能な開発目標)を取り上げるなど、今後も社会的な実践を目指して取り組んで

いきます。

関連団体との連携では、(一社)日 本住宅リフォーム産業協会、(一 社)国 際建材力設備産

業協会の特別会員に加わり、共に連携してインテリアコーディネートの新領域にチャレンジし

ていきます。iCOnは 会員の皆様の活動の場です。イベントやセミナーなどへの参加はもちろ

んですが、関心のあるテーマにiCOnの仲間と取り組んでみませんか? この活動報告を

きっかけに新たな活動が始まる、こんな好循環が生まれますことを願っています。

会長  林 柳江

2019年度 第8回定時社員総会

<定 時社 員総 会 口記 念 講 演 会 ロトークショー &懇親 会 >

日   時 :2019年 6月 13日 (木)15:15～ 19:00(懇親会19i00～ 20:30)

会   場 :リビングデザインセンターOZONE 5階セミナールーム (定時社員総会 =記念講演会 )

〃            6階 パークサイドスクエア (トークショー&懇親会)

社員総会では定款に基づき、林会長が議長を務め、昨年度事業報告、決算報告、年間会費変更、本年度事業計画およ

び予算が承認されました。東京国支部をはじめ、北陸支部、中四国支部、仙合、関西から出席の会員も増え、全国へ活

動を広げるiCOnならではの総会となりました。

記念講演会は博報堂DYホールディングス川廷昌弘氏による「SDGsで自分を変える、未来が変わる」でした。SDGs採択

までの経緯、日本国内での取り組みなどのわかりやすい解説で、SDGsについて考えるきつかけとなりました。

記念講演後は会場を移し、トークショーと懇親会を開催しました。IDM TOKY0 2018に て空間展示を行い好評を博した

「1.6甫の至福」が期間限定で会場に再現されており、発案者の大澤勝彦氏が展示の前でコンセプトや想いなどを話しまし

た。懇親会では正会員、賛助会員のほか、関連企業や団体からもご参加いただき懇親を深めました。

定時社員総会開催宣言 定時社員総会風景 記念請演会風景 講師 ナ1延昌弘氏

トークショー風景 語る大澤氏 懇親会スタート 大盛況の懇毒会



日本部活動

2019年度本部役員

会長:林柳江 副会長:秋 山延江 森山恵 総合企画Div執行理事 :秋 山延江  IC WAVE Div執行理事 :広瀬直樹
同担当理事 :荒井尚子 広報Div執行理事 :伊藤ゆかり 同担当理事 :奥 田治美 ビジネスDiv執行理事:横田玲子
同担当理事:森山恵 流通活性化Div執行理事 :奥村公子 同担当理事 :斎藤仲―
能力開発Div執行理事 :松浦千代美 同担当理事 :林員理子 東京圏支部長:鈴木俊恵 北陸支部長 :金森亮―
中四国支部長 :今 回百春  監事 :大澤勝彦 」ヽ玉靖子  顧間:島崎信 若宮直行

◆後援 =協賛等
「ASAHIKAVVA DEGIGN WEEK 2019」 後援 /「CAFEREG JAPAN 2019」 後援
第88回東京インターナショナルギフトショー 後援 /一般社団法人関西インテリアプランナー協会「第3回 デザインコンペティション
2019」 後援 /香港貿易発展局主催「インテリア&建築デザインセミナー」後援

公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 (」 ID)「 キッズのためのワークショップ」共催

◆加盟 団体

公益社団法人日本建築積算協会 賛助会員 /一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 (」ERCO)特別会員
一般社団法人国際建材 =設備産業協会(IBMF)特別会員 /ウッドデザインサポート連絡会会員

<総 合 企 画 Div=>

第8回定時社員総会と全 14回の理事会の開催を行ったほか、一般社団法人として必要な諸手続き、事務局の円滑な
運営と、正会員、賛助会員への情報配信のほか、増加する外部からの問合せや依頼案件への窓口対応に努めました。

■正会員支援

賠償責任保険関連の諸手続き、ホームページヘのビジネスメンバー(B会 員)プロフィール掲載支援、企業からの求人募
集配信、QRC(一般社団法人良質リフォームの会)との業務提携ほか、外部委託業務の管理など

■賛助会員支援

正会員に向けての1青報配信と資料発送用宛名ラベルの発行

■認定トップコーディネーター

2019年度は新たに東千晴会員、片山由美子会員が認定されました

村上 英子  林 柳江   森山 恵   山下 祐司   今回 百春   田中 みつ子
仙波 慶子  奥田 治美  飯沼 朋子  北谷 明日香  松浦 千代美  逸見 敦子
小西 裕美  土肥 君代  東 千晴   片山 由美子     (16名 2020年 3月 現在・認定順)

<IC WAVE Div.>

会員増強を目的にiconのブランディングに取り組み、エンドユーザー向けにインテリアコーディネーターとのコンタクトを促す
ウェヴサイト新設を検討。協力関係のHouzz、 kOkOchieの 活用がより有効との結論をまとめました。
また、パートナーシップ型連携として、一般社団法人日本リフォーム産業協会とのプロジェクト連携など、賛助会員とは異な
る分野の企業との連携を模索しています。
IDR/1(INTER10R DESiGN MEETING)へ の参加からTHE HiSTORYなどIDM参加団体との共同企画を実施し
ました。

■IFFT「 JOL防災」出展サポート (11月 13日 ～15日 )

■パナソニック加盟工務店への提案 (賛助会員 株式会社サンゲツ紹介による)

■インテリア実務英語のスクール化に向けてプレ講座の実施

FFT「 JOL防災」出展サポート lDMシ ンポジウム「THE HiSTORY」



<広 報Div>

ホームページの一部改修のほか、年間を通してiCOnの存在価値をアピールする広報活動に努めました。ホームページの

毎月の更新、トップページの記事アップとトップ画像のアップをし、iCOnの各Div.や活動グループの発行物などのチェック、

Facebookの更新をしています。

■活動報告書2018発行 (4月 )

■IDM(INTER10R DESiGN MEETING)シ ンポジウム icon紹 介スライド作成 (11月 )

■各種イベントのニュースリリース発行(IFFT、 」APANTEXへの参加など)(11月 )

■ビジネスメンバーのプロフィールから各自HPへの直接リンク開始 (2月 )

■IDMの HPに RSS配信を開始 (2月 )

■新規入会キャンペーンをホームページにて展開 (2月 )

DMシンポジウム スライド作成 HPト ップ画面

<ビ ジネスDiv>

エンドユーザーパブノベーションや新築の際に、iCをより身近な相談者としてインテリアコーディネートを依頼しやすいよう、

ICフィー(報酬ガイドライン)のオープン化に向けた活動を進めたほか、賛助会員企業との提携事業の推進、新規事業の

メヾックアップを行いました。

■賛助会員紹介による「住宅会社のビルダー」へのiC紹介ビジネス交渉を開始

■賛助会員 一般社団法人良質リフォームの会との相互物件紹介実績 4件

口「CAFERES JAPAN 2019」 (7月 3日 ～5日 )店舗デザインアワード審査員参加

セミナー実施「空間デザイナーに聞く!人気カフェの出展から店舗デザインまで」 MC:濱 中恵理会員

口iCOn報酬ガイドライン(東京圏支部ビジネスメンバー作成)、 会員向け公開(12月 )

CAFERES」 APAN 20191こて

開会式テープカット

セミナーMC:潰中恵理会員



<流 通 活性 化 Div.>

賛助会員と会員との橋渡しの役目を担う部署として、賛助会員からの意見や提案を受け、関連Div.と連携し年間のスケ
ジュールに反映させながら活動しました。第7回クロスミーティングでは、費助会員各社からの「4分間プレゼンテーション」
を企画し、充実した会となりました。卸売制度の年次更新作業を実施、賛助会員全60社のうち40社が登録、新形態の
ウェブサイトを活用した購入への対応も始めました。賛助会員入会希望の問い合せには随時対応しました。

■卸売り制度年次更新 2019年度版登録40社
■第7回クロスミーティング (10月 10日 )会場 t東京ウィメンズプラザ 賛助会員 `正会員 70名 参加
プチッと懇親会 会場 :アンカフェ 61名 参加

■クロスミーティング各社プレゼン資料公開 HPの会員マイページに保管、閲覧に供する
■賛助会員とのタイアップ企画 関係Div.、 東京圏支部と協力

<能 力開発 Div>

CPD講座は昨年度までの講座を見直し、造作家具講座、順明講座の2分野を対象に実施しました。ホームファニシング
講座は分野の見直しを、賛助会員の協力のもと検討しました。

また、提案力のスキルアップに「3Dパースソフト体験講座」を共通講座として開催。さらに提案力をブラッシュアップするた
めに「インテリアスタイリング」「ヒアリング」について会員講師による講座を開催しました。

■造作家具講座
プレ講座1回  (5月 30日 )受講者15名
必須講座4回 (7月 16日 、8月 27日 、10月 8日 、11月 12日 )受講者57名

■照明講座

必須講座3回 (9月 26日 、11月 21日 、12月 19日 )受講者21名
■3Dパースソフト体験講座(7月 10日 )受講者 1フ名
■共通講座2回

①「ツジチハルのヒヤリングカが光るリフォーム」 (10月 21日 )受講者27名 ZOOM受講者含む
②「インテリアコーディネートを更にランクアップするスタイリング術」 (12月 10日 )受講者10名

造作家具講座
(有 )ブルー デザイン増田憲一講師

ヒアリングカが光るリフォーム2部 中央 :ツジチハル会員
松浦千代美会員 大澤勝彦会員 畑忠成会員

インテリアスタイリング術
宮本万紀子会員

第7回 クロスミーティング 会場風景第7回 クロスミーティング プレゼンテーション プチッと懇親会

造作家具講座
(株 )ク レド 宮木克典講師



1支部活動

中四国支部 (2018年 5月 開設)

支部開設2年 目の2019年度は、中四国地方での認知を広げるための活動をメインとし、地元の

インテリア業界やiCにアピールしていく事を目標としました。

2018年に水害のあつた真備町でのボランティアや、iC向 けに3Dパースセミナーや保険勉強会を

開催しました。また、四国での他団体交流会などにも参加し、同業者同士の意見交換なども行い

ました。今年度の活動については、FMラジオ局での協会支部紹介や、地元新聞にも活動を取り

上げられるなど、より地域でのiCOnの認知度は上がったようです。

1、 運営体制の整備 =地場業界へのアピール

2、 本部との連携 =他 団体交流

3、 各種セミナー開催・認知度アップ

支 部 長 今回 百春

中四国支部長

今回 百春

副支部長 小西

書  記  亀田
副支部長

会  計 〈
蚕

子

苗

悦

早

崎

藤

黒

佐

美

子

裕

裕

■インテリアコーディネーターと賠償責任 勉強会 (7月 24日 )

2019年 1月 よりB会員に自動付帯となった、賠償責任保険についての説明会

フリーランスとしてインテリアコーディネート業務を行う上での賠償リスクについて考

える良い機会となりました。iConに加入するメリットもアピールできました。

参加者:11名

ロデジタル3Dパース&VR体験セミナー (9月 25日 )

【3Dインテリアデザイナー】を実際に操作して、VRも体験するセミナー

賛助会員であるメガソフト株式会社の井町社長を講師に迎え、3Dパースソフトの

操作方法や機能を体験することで提案の質の向上・効率化・差別化など、ICの

仕事の幅を広げるために企画しました。山陽新聞社の取材もあり、セミナー風景と

iCOnの取り組みが紙面で紹介されました。

参加者:16名

■IN真備町 無料カルトナージュレッスン (10月 30日 )

2018年に被災した、岡山県倉敷市真備町の施設「クレールエステート悠楽」に

てHacoWorks株 式会社の松岡氏を講師に迎え、被災者を対象に無料レッス

ンを開催しました。午前の部に10名・午後の部に10名の参加でしたが、icon会

員のフォローと共に、笑顔で楽しいレッスンとなりました。

参加者:20名

計  岸本 貴子

山陽新聞に掲載されましたFMラジオで紹介されました 忘年会 会員も増えました



北陸支部 (2013年 12月 開設)

北陸支部は、開設6年 目を迎えました。 昨年度に続き、会員のビジネスの活性化と組織拡大を

目標に活動を行いました。今年度は新規に「ICビジネス研究会」「インテリアビジネスユニット」の2

つの研究会を発足。提携企業との情報交換のほか、ビジネスにつながる活動に努めました。

1、 提携企業との交流促進 (提携企業のショールーム見学会開催など連携強化)

2、「Cビジネス研究会」「インテリアビジネスユニット」発足

3、 石川県の会員拡大

支 部 長  金森 亮一 冨」支部長  梶 美江子   副支部長  林 千晶

会  計  宮原 優子

■東京ショールーム見学会 (6月 14日 )東京都内
icon定 時社員総会にあわせ、ショールーム見学を企画しました。

見学先 :カッシーナ・イクスシー、ジーマティック、ダーダ東京、モルテーニ

参加者:12名 (北陸支部7名 、中四国支部1名 、その他4名 )

■提携企業ショールーム見学会 第5弾 (9月 28日 )富 山方面

見学先 :元尾商店、かあてんや、石崎家具富山店

参加者 :6名

■提携企業ショールーム見学会 第6弾 (6月 24日 )金沢方面

見学先 :山 岸製作所、ミヤモト家具、GOLID金沢店
参加者 :6名

■「iCビジネス研究会」第1回セミナー開催 (6月 9日 )

テーマ:「 人生100歳時代 ′ふ地よく過ごす リフォーム」

参加者 :一般 12名

■「iCビジネス研究会」第2回セミナー開催 (7月 7日 )

テーマt「 中古リノベーションで手に入れる憧れのライフスタイル」

参加者 :一般 9名

■「インテリアビジネスユニット」ワークショップ開催 (9月 25日 )

テーマ:「 暮らしが楽しくなるインテリア」
ファブリックパネルのワークショップとアートを取り入れた空間のミニセミナー

参加者 :一般 7名

北陸支部長
金森 亮一

リフォームセミナー風景

中古リノベーションセミナー風景 ワークショップ風景 忘年会 「内川の家 奈古(古民家再生)J



東京圏支部 (2012年 4月 開設)

東京国支部では、会員自ら自身のスキルアップを図れるよう、活動に積極的に参加しやすい計画を立

て、実施しています。参加することで、会員同士の情報交換や仕事の拡がりに業がる活動を行つていま

す。

支 部 長  鈴木

副支部長(4名 ) みつ子  仙波 慶子  慶田 泰子  森山 ひろ乃

恵

中

俊

田

東京圏支部長
鈴木俊恵

会員同士が気軽に集まれる場。参加すると、きつといいことあります。

■お出かけrrninicon

「旧前 国家本邸 洋館」見学ツアー

最近修復された、国の重要文化財に指定され

ている建物をガイド付きで見学。

駒場公園内の満開の桜を堪能し、見学会の後

は東大キャンパス内にあるレストランで懇親会。

(4月 4日 )

■スキルアップrnln con
「ICが知っておきたいスマートスピーカーと

月煮明制御」

コイズミ照明ショールームでの座学&体験型セミ

ナー。基礎を学ぶとともに、スマートスピーカーの

ある暮らしと音声やタブレッHこよる照明制御操

作を体験。終了後はランチ会。 (6月 24日 )

■ビジネス会員クラブ

「セルフブランディング=WEB発信で仕事に

つな|ザる方法～実践者3人のトークライブ～」

ラグジュアリーな空間、arfex WORK STUD O

にて開催。石井純子 」ヽ島真子 ツジチハル、

3名 の会員による大変内容の濃いプレゼンテー

ションでした。 (7月 12日 )

■お楽しみminicon
活動グループ食事会

新宿御苑近くのCaf`La Bohemeにて

活発な活動を続けている研究会などの活動グ

ループ。日頃は横のつながりが持てないので、

お互いを知り合う機会を設けました。皆さんなか

なかのお酒好き。 (9月 24日 )

ロスキルアップrlninicon

「知多半島 =常 滑を巡る秋旅～タイル&
衛生陶器工場視察 1)白 2日 ツアー」

焼き物で有名な常滑でスキルアップとリフレッシュ

の2日 間。トレンドセミナー、加工実演、乾式製法

と湿式製法の工場、LIX L榎 戸工場、NAXラ
イブミュージアムや自由散策時間も満喫。

(10月 23～ 24日 )

■お楽しみrninicon
「年忘れ お疲れ様食事会」

東銀座駅近くの銀座GRAND BLE∪ にて

会員が塗り壁施工を提案した新しいレストランを

貸し切りで交流会を開催。

賛助会員と正会員、計30名 が参加。日頃の疲

れを癒し、これからの活動について熱く語り合い、

横のつながりを深めました。 (12月 2日 )

轟

◆rninicon(iconの miniでミニコン)



◆ ビジネスメンバー(B会員)に向けて初の試み

◆ 一般生活者向けセミナー (公益社団法人インテリア産業協会関東甲信越支部地域委託事業)

■ お仕事マッチングフェス

仕事を探しているビジネスメンバーと、仕事する人を探している費助

会員が一堂に会してのマッチングフェス。互いに熱い意見交換が行

われ、仕事につながる実りあるイベントとなりました。 (5月 23日 )

■「夏越の祓」セミナー&ワークショップ

古来「夏越の祓」(なごしのはらえ)は「お正月」と並ぶ重要な行事。

室礼プロデユーサーの唐澤都志子会員から、季節の行事の白来を

きき、日本の伝統文化を生活に取り入れていくことの大切さを学び

ました。毎回多くのフアンが参加する人気のセミナーです。

(6月 14日 )

主 グ ル ー プ 活 動  グループによ称 匹続的な活動です

● icon 」ID Kidsプ回ジェクト

■ K dsヮークショップ

」ID(公益社団法人日本インテリアデザイナー協会)との共同企

画。テーマは『あつまれキッズデザイナー』手を使つてモノを作る

喜びを親子で体験してもらいました。

(5月 21日 、8月 25日 、1月 12日 )

■「脱・洗面所」powder roomか ら始まる素敵な暮らし～

洗面空間のコーディネートを楽しもう

セミナー&ワークショップを3回 開催。powder room abo(パ ウ

ラボ)が講師を務め、洗面空間をもっと自由に、住む人のこだわり

とイ固性の詰まつたパウダールームづくりを伝えました。

(11月 26日 、12月 12日 、2月 10日 )

1自

<Wellness interior研 究会 >

【～100歳まで幸せに暮らせる住まいをあなたに～】をキャッチフレーズに、空間エレメントを健康の視点から研究しまし

た。光(照 明)、 音(音響機器)について、カラダおよび心はどのような影響を受けるのかを学びました。また、十TOKI

TOKYO『 XORK』 見学ではインテリアの可台ヨ性を感じました。

■光でつくるホームウェルネスセミナー開催 (8月 27日 )

■音と音楽について考える勉強会(11月 7日 )

■WELL認証ゴールド取得 ITOKI TOKYO『 XORK』 見学 (12月 12日 )

■音と光の体験型セミナー開催 (1月 31日 )

光でつくるホームウェルネスセミナー 光でつくるホームウェルネスセミナー 音と光の体験型セミナー
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<子 ども研 究会 >

8年 目を迎えた子ども研究会。今年度は、これまでの活動の成果を形にすべく、保育園への内装プレゼンテーションを積極

的に行いました。「子ども達の心の成長と安定」をテーマに各教室に「色」を取り入れた内装を提案、好評価をいただきまし

た。また「空間の質」に関する知識を深めるため、施設への見学会や勉強会も継続して行い、活動のさらなるステップアップ

を目指します。

■保育園第1国 内装プレゼンテーション (7月 25日 )

■保育園第2回 内装プレゼンテーション (11月 16日 )

■福島県 社会福祉法人「ゆめみの里」児童養護施設 見学会 (8月 9日 )

■福島県 認定子ども園「りのひら」見学会 (8月 9日 )

■NPO法人横浜シュタイナー学園「未来をつくる建築と心」セミナー参加 (7月 2日 、11月 12日 )

■大阪府 共生型療育施設「にじいろのおうち」見学会 (11月 18日 )

■横浜市 「高齢者へのアントロポゾフィー医学的な観点」セミナー参加(12月 12日 )

日相模原市 建築家 岩橋亜希菜氏による連続講座参加 (5月 31日 、7月 5日 、11月 8日 )

<キ ッチン研 究 会 >

毎月第2月 曜日の夜間を定例ミーティングとし、昨年度に続き素材の研究を進めるとともに、オリジナルなキッチン空間を

提案できるスキルを高めることを目標としました。パウラボやiCOnが特別会員として加盟しているIBMF(一般社団法人国

際建材・設備産業協会)に声掛けし、合同で工場研修と見学会を実施しました。その後、新た1こ IBMFと 連携し「パーソナラ

イズドキッチン」活動を始動、研究会の新しい形にチャレンジしました。

■ポーゲンポール :新ショールームオープン、見学会 (3月 29日 )

■コーラー社ショールーム:KBDG(キ ッチン十バスデザイナーズギルド)との合同ミーティング (9月 9日 )

■トヨウラ渋谷ショールーム&バルクッチーネショールーム i最新キッチン研修 (10月 18日 )

■大日化成工業株式会社&株式会社トヨウラ:パウラボ=IBMFと の合同企画実施

小山市 =筑西市の2工場にて研修会(10月 30日 )

■エレクトロラックスショールーム :セミナー開催 最新ミラノキッチンlCLIPP研修 (12月 16日 )

■エレクト回ラックスショールーム :調理実習とクリスマス会、AEGオーブンで<ターキーを焼く>
食洗機の使用体験 (12月 16日 )

大国化成工業小山工場

人工大理石加工研修会

トヨウラ筑西工場
ステンレス加工研修会

BMF AEGと 合同企画
オーブン調理体験

ミーティング風景 ゆめみの里 にじいるのおうち



<防 災とインテリア研 究会 >

前年度から作成を進めていた冊子「インテリアと暮らしの視点から考える JOL防災 一iCのためのヒントBOOK一」が出来

上がり、6月 に発行しました。」OL防災(Joy of Living十 防災 ジョルぼうさい)を広く知ってもらい、実践につなげていける

よう、セミナー開催やイベントを企画 =実行しました。 この冊子や考えに多くの共感をいただき、高評価を得ました。

■冊子「インテリアと暮らしの視点から考える JOL防災 一ICのためのヒントBOOK一」を総会にて発表 =発売 (6月 )

■「iCのためのJOL防災セミナー」開催 (7月 4日 )

■IFFT公益社団法人インテリア産業協会「インテリアと社会的ウエルネス」ブースにて「JOL防災」の紹介展示

(11月 20日 -22日 )

■「ICのためのJOL防災セミナー」 ZOOMオンラインにて開催 (2月 26日 )              '
日千葉県ポイントペーパーいちかわ(2月 28日 号)冊子「JOL防災」掲載

鯨

議

人
餞

ほ

卜
機
品

の
欝

轟

擦

ぽ
冊子「JOL防災」 コミュニティ新聞に掲載

<powder roorn iabo(パゥラボ)>

公益社団法人インテリア産業協会関東甲信越支部の地域委託事業をうけて、セミナー&ワークショップを3回開催しました。
このセミナー&ワークショップは、これまで画―的で後回しにされがちだった「洗面室」は、生活機能的な場所だけでなく住む
人のライフスタイルにあわせて「過ごす空間」にもなる素敵な場所であることを、家づくりやリノベーションを考える一般生活者
に広く知っていただくためのものです。
前半のセミナーでは、自由に選び組み合わせてコーディネートできる楽しさを学びながら、個性やこだわりが生まれるパウ
ダールームづくりを伝授しました。後半のワークショップは、「自分の好きを知る」コーディネート体験とし、洗面空間を構成す
る10種類近いアイテムの写真やサンプルを選びながら、実際にイメージボードを制作しました。powder roorn iaboの コ

ンセプト「脱・洗面所」に共感した参加者も多く、今後の活動に業がる有意義なものとなりました。

セミナー&ワークショップ「脱 =洗面所」 powder roomか ら始まる素敵な暮らし～洗面空間のコーディネートを楽しもう～
■第1回 目 東京 サンゲツ品川ショールームにて開催 (11月 26日 )

■第2回 目 横浜 BUKATGUDOにて開催 カンディハウス横浜ショップにて企画展示を同時開催 (12月 12日 )

■第3回 目 東京 AD CORE DEViSE TOKYO SHOWROOMに て開催 (2月 10日 )

「JOL防災」 FFT展示 」OL防災セミナー

セミナー ワークショップ 企画展示 :最新のボウルと水栓を紹介
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<木 づかいクラブ >

木づかいクラブは、国産材活用の重要性を認識し、社会と向き合うことを目指し、日本の暮らしにあったインテリア、住まい
づくりの推進を主な目的としています。活動を通し、多くの方々とつながり、SDGs(*1)の 目標達成にも貢献していきたいと

考えています。 *l SDGs Sustainable Developrnent Goals(持 続可能な開発目標)

■奈良県訪問 吉野杉 :森庄銘木産業株式会社見学、他 (6月 6日 7日 )

■「木に関わる接着剤」セミナー開催 講師 :高橋富雄氏 (7月 3日 )

■東京中央木材市場見学 (7月 23日 )

■旧木場プロジェクトエ場見学 (11月 27日 )

■「WOODコレクション(モクコレ)令和元年」出展 (12月 10日 ～11日 )

■日本の窓見学 (3月 3日 )

東京中央木材市場 銘木見学       モクコレ出展         奈良県 今井町見学      奈良県 吉野杉見学
本郷林野庁長官 みどりの女神と

<2020T口 O口 P(東京 オリンピック・パラリンピック)プロジェクト>

2020年夏開催に向け準備態勢が大詰めを迎えた2019年度。特にこの1年は、2014年度からプロジェクト活動で蓄積し

てきた企画・アイデアを、この間に構築した人的ネットワークを最大限に活用し、参画活動を展開しました。当初来の活動

目的である「iCOn」 と「icの職能」の周知を図ることをベースに、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会を始め公的関

係機関15組織・団体、民間企業8社等へ、約80数回に及ぶ面談機会での企画プレゼンテーションを継続してきました。

2020 T O=Pプロジェクト
これまでの歩み

自主活動グループとは、icon会員であれば誰でも参加できるグループ活動です。

各支部に所属していますが、支部を超え、どの地域からも参加可能です。

iCOn設立当初から存在するグループも、2019年度に活動を始めたグループもあり、

誰でもグループを作ることができます。

東京中央木材市場 銘木見学 奈良県 今井町見学 奈良県 吉野杉見学

2020T・ OP会議風景
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1賛助会員 2019年度の活動にご賛助いただき、ありがとうございました

東京ガスコミュニケーションカ株式会社

コイズミ照明株式会社

株式会社プラス4

フランスベッド販売株式会社

ルートロンアスカ株式会社

株式会社コルティナ

騨リームベッド株式会社

株式会社YAMAGIWA

日本ベッド製造株式会社

株式会社キタニジャパン

立川ブラインドエ業株式会社

株式会社セレモア

株式会社サァラ麻布

株式会社エーディコア!ディバイズ

株式会社イワタ

株式会社ウインテック    '
株式会社 Anonimo Design

株式会社イエローコーナージャパン

ー般社団法人良質リフォームの会

一般社団法人 日本壁装協会

ターナー色彩株式会社

リリカラ株式会社

国際開発株式会社(Brandze)

マナトレーディング株式会社

株式会社イマガワ

柏木工株式会社

株式会社サンゲツ

株式会社TNコーポレーション

日本フィスバ株式会社

株式会社成城武井商事

株式会社コサイン

株式会社グリーンジャパン

メガソフト株式会社

株式会社弘和

株式会社堀澄

株式会社ロケッツ

株式会社フジエテキスタイル  `
シンコール株式会社

株式会社トミタ

株式会社アートフロントギャラリー

株式会社総合資格

公益社団法人日本建築積算協会

株式会社ロックストーン

カリモク家具株式会社

株式会社キャレモジ

株式会社カンディハウス

五洋インテックス株式会社

株式会社フェイス

日本住研株式会社

株式会社シオン

匠大塚株式会社

富士工業株式会社

株式会社シリカライム

株式会社 t company

株式会社KOMA

株式会社サウザンコーポレーション

トーソー株式会社

株式会社エルックス

株式会社BRAIN

株式会社イオニア

フォルマインターナショナル株式会社

ファブリカテクニカパートナーズ合同会社

カメヤマ株式会社

(63社 入会順 2020年 3月 )

|その他のお世話になった企業口団体  各活動にご協力いただき、ありんヾとうございました

<本 部>

<支 部>

(順 不同)

公益社団法人インテリア産業協会  有限会社ブルー =デザイン 株式会社クレド

株式会社アルフレックスジャパン 株式会社リラインス 株式会社LIXILク レールエステート悠楽
HacoWorks株 式会社  パナソニック株式会社ライフソリューションズ社  株式会社かもす 有限会社デコラボ

香川インテリアコーディネーター協会  株式会社タイムロード 株式会社トーハン 富士家具工業株式会社
299design 株式会社カンディハウス横浜  塗料報知新聞社  株式会社トヨウラ 大日化成工業株式会社
エレクトロラックス=ジャパン株式会社  日鉄物産マテックス株式会社  ポーゲンポールジャパン株式会社
クリナップ株式会社バルクチーネショールーム 林野庁  公益社団法人国土緑化推進機構

東京都産業労働局森林課  千葉県農林水産部森林課  森庄銘木産業株式会社  株式会社長谷川高治商店

協和木材産業株式会社  三幸林産株式会社  網田木材工業株式会社



一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会 (略称:iCOnァ ィコン)

〒1631007東 京都新宿区西新宿3-71
新宿パークタワー7階 パークサイドオフィスB
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