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２０２０年度 活動報告
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２０２０
Topics

ｉｃｏｎ ＣＰＤ制度 改定
能力開発Ｄｉｖ．

ＣＰＤ講座は「分野別講座」（４分野）と「テクニック講座」に編成されました。受講によるポイント付与は
ＣＰＤ講座のほか、他団体が実施する外部認定講座も対象となります。

ＣＰＤ制度（Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 継続的専門能力開発制度）

正会員の継続的な能力開発を図る ｉｃｏｎ ＣＰＤ制度を改定しました。

キックオフミーティングで講義する西谷内博美氏
株式会社弘和では低ＶＯＣ、非ＶＯＣタイプアジャスタフックを採用(写真：弘和提供)
株式会社シリカライムは左官職人の技を大切にしている（写真：シリカライム提供）
株式会社シオンは岩手県の中小企業との取り組みを紹介

ａ．
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７月２１日、キックオフミーティングを開催しました。

講師に 、環境社会学・国際社会学が専門の西谷内博美（ニシヤウ

チヒロミ）氏をお招きし、ＳＤＧｓの基礎から、実際にＳＤＧｓ推進活動

に取り組む方法をアクティブラーニング形式で学びました。

１２月１０日、クロスミーティングを開催し、賛助会員３社のＳＤＧｓへ

の取り組みを学びました。

ＳＤＧｓへの取り組み

２０２０年度、ｉｃｏｎではＳＤＧｓへの貢献をめざす活動をスタート、

次の３つのテーマを掲げました。

テーマ１．企業（賛助会員）と共に考えるＳＤＧｓ

テーマ２．一般生活者と共に考えるＳＤＧｓ

テーマ３．ＩＣ業務の見直しを行う

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令下で活動開始

会運営の試行錯誤が続き、年度後半からオンラインでのミーティング・セミナーが次々に開催されました。
２０１８年度から試行していたオンラインの活用がすすみ、全国の会員とのつながりが一層深まりました。
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動画配信スタート
９月１６日 ＹｏｕＴｕｂｅ公開
企画：動画チーム

新規入会キャンペーンのアピールに、動画を制作し、ＹｏｕＴｕｂｅに配信しました。

『なぜ多くのインテリアコーディネーターが入会しているのか！ ｉｃｏｎ入会の３つのメリット』

新たに資格を取得したインテリアコーディネーター（ＩＣ）に、 ｉｃｏｎに所属することのメリットを伝えながら、

ｉｃｏｎを紹介しました。

１．ＩＣとしてのロールモデルが見つかる。 幅広い分野で働く仲間が全国にいます

２．どこにいても自分をアップデートできる。 ＣＰＤオリジナル講座など、オンラインで開催しています

３．ビジネスサポートがある。 文芸美術国民健康保険、賠償責任保険など、支援体制を整えています

動画の後半では、会員が入会のきっかけや活動から学んだことなど、 ｉｃｏｎの魅力を語っています。

企画から撮影、編集まで、東京圏・福岡・大阪・ロンドン在住の会員がリモートで協力したこのプロジェクトは、

全国・海外に会員がいる ｉｃｏｎならではの活動で、今後の活動展開のヒントになりました。

２０２０
Topics

２０２２年４月、 ｉ ｃｏｎ設立１０周年を迎えます
テーマは、『未来へ』

設立１０周年に向け、２０２１年、１０周年記念事業をスタートしました。

設立１０周年記念メッセージ

個々の得意分野を活かし、時代をしなやかに生き抜いたインテリアコーディネーター。

一言では表せないほど、バリエーション豊かな仕事になり、広い分野で活動をしています。

どの分野で活動していても、起点は「暮らし」、多様な時代に必要なものは、「想像力」

これから３年後、５年後、あなたは、どんなインテリアコーディネーターになっていたいですか？

社会とどう関わっていたいですか？

ｉｃｏｎ設立１０周年を機に、自分の夢を語り、もっと未来を描きましょう。

巻頭を飾るイベントに、当協会顧問の島崎信氏によるトークライブイベントを開催しました。

『これからの暮らし、これからのインテリアコーディネーターの役割』 全２回

第１回：２０２１年２月１８日 「暮らしは生活文化／グローバルとローカル」

第２回：２０２１年３月１１日 「ＩＣの再武装／ＡＩ時代の役割」



会長挨拶
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２０２０年度活動報告

令和２年、２０２０年度は世界中が新型コロナウィルスに翻弄され、私たちｉｃｏｎにとっても、

社会状況の変化に対応するために、変革の一年となりました。人間の英知によって脅威が

駆逐された後も、この新しい生活様式がさらに進んでいくことと感じております。

このような状況下、会員の皆様の日頃の活動と、賛助会員各社様のご協力に心から感謝

申し上げます。今期も「私たちインテリアコーディネーター（以下ＩＣ）がインテリアを通じて、い

かに社会に貢献できるか」を命題として、ＳＤＧｓ（継続可能な開発目標）について、会員、賛

助会員の皆様と勉強会を行い、社会的な実践を目指して取り組んできました。またインテリ

ア関連団体ＩＤＭ（インテリアデザインミーティング）の方々と共にＪＡＰＡＮ ＳＨＯＰの企画協力、

（一社）日本住宅リフォーム産業協会、（一社）国際建材・設備産業協会との連携事業、Ｄ

ＮP大日本印刷株式会社様とのコンテンツ協議、ｉｃｏｎオリジナルのＴＡＳ（テクニカルアドバ

イスシステム）の立ち上げ、インテリアに特化した英会話レッスンなど、新しい取り組みに挑戦

しています。

ｉｃｏｎは会員の皆様の活動の場です。今だからできることがたくさんあると思います。会員の

皆様の知識とアイデアで社会に貢献していきましょう。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 広瀬 直樹

＜ 定時社員総会＞
日 時 ： ２０２０年 ６月 ４日（木） １３：００ ～ １３：４０

会 場 ： リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ 小会議室Ａ および、オンライン

オンライン参加の
新役員候補

総会風景
リアル参加者

新型コロナウィルス感染予防対策として、リアル参加者を絞り、他会員は議決権行使書や委任状の提出を前提に、リアル

参加者６名と新役員候補をリモートでつなぎ、開催しました。定款に基づき、林柳江会長が議長を務め、昨年度事業報告、

決算報告、本年度事業計画および予算、役員の任期満了に伴う選任が原案通り全会一致で可決されました。

感謝

ｉｃｏｎ設立から活動を
牽引してきた林柳江
前会長（左）、森山恵
前副会長（右） ビデオメッセージ配信

総会後、代表理事（会長）、副会長、執行理事を選出する理事会が開かれ、会長に広瀬直樹さん、副会長に秋山延江さ

ん、北谷明日香さん、杉山和佳子さんが選出され、新体制がスタートしました。 恒例の正会員・賛助会員・関係者の皆様

との懇親会に代わり、新役員からの「ビデオメッセージ」を配信しました。

２０２０年度 第９回定時社員総会
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本部活動

＜ ＩＣ ＷＡＶＥ Ｄｉｖ. ＞

昨年度に引き続き、会員増強を目的としたｉｃｏｎのブランディングに取り組みワーキングチームを再編成し、「輝くＩＣにな

るために」を副題とするキャッチコピーについて検討しました。

また、会員それぞれが持てる力を発揮できるよう新たなプラットフォームの実現を目指し、エンドユーザーとのマッチング

やセミナーイベント、インテリア業界向けの情報発信と業務の効率化を目的としたシステムの構築として、ＤＮＰ 大日本

印刷株式会社が現在運用しているスポーツ業界向けＩＤシステムを検討し、今後も協議を継続することとなりました。

ＩＢＭＦ（一般社団法人国際建材・設備産業協会）の定例ミーティングに参加し、「Ｌｉｖｉｎｇ Ｉｎ Ｐｌａｃｅ」の取り組みについて

協議し、能力開発Ｄｉｖ．への引継ぎを行いました。

総合企画Ｄｉｖ．と協力しＳＤＧｓ推進会議のメンバーとして、キックオフミーティング開催のサポートや、ＴＡＳ（テクニカル

アドバイスシステム）メンバーとして定例ミーティングに参加するなど、各Ｄｉｖ．との連携を図っています。

◆後援・協賛等

「Ｃａｆｅ ＆ ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｗｅｅｋ」２０２０後援

「第９０回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋２０２０および第８回 ＬＩＦＥ×ＤＥＳＩＧＮ」への後援

「第９１回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０２１および第９回 ＬＩＦＥ×ＤＥＳＩＧＮ」への後援

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

２０２０年度本部役員

会長：広瀬直樹 副会長：秋山延江 北谷明日香 杉山和佳子

総合企画Ｄｉｖ．執行理事：秋山延江 ＩＣ ＷＡＶＥ Ｄｉｖ．執行理事：石田剛

広報Ｄｉｖ．執行理事：奥田治美 ビジネスＤｉｖ．執行理事：北谷明日香

流通活性化Ｄｉｖ．執行理事：杉山和佳子 能力開発Ｄｉｖ．執行理事：松浦千代美 同理事：東千晴

東京圏支部長：鈴木俊恵 北陸支部長：金森亮一 中四国支部長：今田百春

監事：小玉靖子 島田信照 顧問：島崎信 若宮直行

◆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（ＪＥＲＣＯ)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 / ウッドデザイン賞サポート連絡会会員

＜ 総合企画Ｄｉｖ.＞

第９回定時社員総会と全１５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、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。コロナ禍

で、リアルな対面打合せが難しい中、Ｚｏｏｍなどによるオンラインミーティングの活用が増え、事務局で受け付けを一括

管理しました。

■正会員支援

賠償責任保険関連の諸手続き、 ｉｃｏｎホームページの管理・改修、

全ビジネスメンバー（Ｂ会員）プロフィールのホームページへの掲載促進、

外部企業からの求人募集配信、ホームページ作成支援説明会開催

■賛助会員支援

正会員に向けての情報配信、賛助会員マイページ開設

■新規ＩＣ資格取得者向け入会キャンペーンの実施

ｉｃｏｎ紹介動画制作 ｉｃｏｎ紹介動画
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＜ ビジネスＤｉｖ.＞

「テクニカルアドバイスシステム」プロジェクトプラン

会員のビジネスサポートの一環として、「リフォームに関わる民法改正」についてのオンラインセミナーを能力開発Ｄｉｖ．と

共同で開催しました。そのほか、昨年度からの継続案件として、注文住宅のビルダーへのＩＣ紹介ビジネスの交渉を再開。

また、インテリア関連企業からの問い合わせに対して、社内研修の企画運営業務受託のための条件交渉を行いました。

会員のビジネス支援のための新たな取り組みとして、「テクニカルアドバイスシステム（ＴＡＳシステム）」の構築に向けたプ

ロジェクトチームを立ち上げ、会員がリフォームやリノベーション等のＩＣ業務を行なっている時に、 ジャンルごとの商品や商

材および施工や納まりなどに関する質問を、各ジャンルの技術者（テクニカルアドバイザー）から助言を受けることができる

ような仕組みづくりに着手しています。

■ビジネスサポートセミナー「知っていますか？ リフォームに関わる民法改正」 （８月５日） オンライン

■注文住宅のビルダーへのＩＣ紹介ビジネスの交渉を再開

■インテリア関連企業の社内研修企画運営業務受託のための条件交渉

■ 「テクニカルアドバイスシステム（ＴＡＳシステム）」プロジェクトチームの立ち上げ

＜ 広報Ｄｉｖ. ＞

■活動報告書２０１９発行 （４月）

■エンドユーザー向け料金表発行 （６月）

■協会概要発行 （７月）

■次年度に向け、インスタグラム活用検討会・動画チーム結成 （３月）

本年度より、ホームページの改修は事務局へ移行され、広報Ｄｉｖ．はｉｃｏｎの内外アピール活動に努めています。役員改

選に伴い、「協会概要」を発行、２０１９年度策定の「ＩＣ報酬ガイドライン」に基づき、「エンドユーザー向け料金リーフレット」

を作成しました。コロナ禍で対面での外部イベント開催が中止となったため、ホームページ・ＳＮＳで会員限定のイベントを含

め、積極的に会員の活動を発信しました。

エンドユーザーにＩＣを身近に感じてもらえるようにインスタグラムの活用と、会員増強のための動画制作を検討し、２０２１

年度の配信開始に向け、準備を進めています。

２０２２年のｉｃｏｎ設立１０周年記念に向け、理事会で１０周年記念事業運営委員が組織されたのに伴い、記念事業の

テーマ・メッセージに沿った、計画的な広報活動を始めました。

ホームページでの活動紹介、最新情報掲載 Ｆａｃｅｂｏｏｋページ
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＜ 流通活性化Ｄｉｖ. ＞

＜ 能力開発Ｄｉｖ. ＞

賛助会員と正会員が意見交換しながら交流する毎年恒例のクロスミーティ

ングは今年で８回目を迎えました。今回はｉｃｏｎも取り組むＳＤＧｓをテーマ

に、ＳＤＧｓ推進会議と合同でオンラインでの開催となりました。事前に賛助

会員にＳＤＧｓの取り組みについてアンケート形式でヒアリングをし、その中の

３社が自社のＳＤＧｓの取り組みについて発表しました。また、新規加入の

賛助会員からは、ヨーロッパのファブリックマーケットを事例にＳＤＧｓの海外

事情について紹介がありました。

卸売制度の年次更新作業を実施、賛助会員全５７社のうち３４社が登録を

更新しました。

■卸売制度年次更新 ２０２０年度版登録３４社

■第８回クロスミーティング （１２月１０日） オンライン

賛助会員・正会員２７名参加

■賛助会員とのタイアップ企画 関係Ｄｉｖ．や東京圏支部と協力

クロスミーティングの案内

賛助会員発表者

■ビジネスサポートセミナー オンライン

「知っていますか？ リフォームに関わる民法改正」 （８月５日） 受講者：２７名

講師：一般社団法人日本リフォーム産業協会（ＪＥＲＣＯ） 事務局長 相馬康男氏

■ＣＰＤテクニック講座 オンライン

「提案に必須な『見える化』のために必要なモノとコト」 （２月１７日） 受講者：１２名

講師：メガソフト株式会社 代表取締役 井町良明氏

■認定トップコーディネーター

２０２０年度からのＣＰＤ講座は支部に運営を移行し、本年度は「リノベーション・リフォーム」をテーマに東京圏支部の講座

企画のフォローをしました。またビジネスＤｉｖ．と共同で「ビジネスサポートセミナー」をオンラインで開催し、会員のスキル

アップに役立つ講座を企画運営しました。

本年度からトップコーディネーター認定審査に関わり、更新者９名を認定しました。

ｉｃｏｎ＆ＪＥＲＣＯのＺｏｏｍ背景
ビジネスサポートセミナー
講師：相馬康男氏

村上英子 森山 惠 山下祐司 今田百春 田中みつ子 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

（１４名 ２０２１年３月）

ＣＰＤテクニック講座
講師：井町良明氏
スピーカー：東千晴会員



中四国支部 （２０１８年５月開設）

支部活動
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中四国支部長
今田 百春

支部開設３年目の２０２０年度は、コロナ禍で予定していたイベントが開催できなかったため、オン

ラインでのセミナーの開催や、会員間の情報交換などを実施し、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。

オンラインでの打合せやセミナー開催・意見交換が日常になり、モバイルやデータを扱える仕事の

スタイルを要求されるようになりました。今後、一般のお客様にＩＣを知っていただくため、ＩＣのスキ

ルアップのためにどのようなイベントが必要かなどを皆でしっかりと認識した年度となりました。

■インテリアコーディネーターによるオンライン無料相談会 （６月１０日）

Ｚｏｏｍによる無料相談会をホームページ・インスタグラムなどで告知しました。

■リリカラ壁紙セミナー （９月２４日）

リリカラ株式会社による抗菌クロスなどの商品解説セミナー。時事知識でもあり役に立ちました。

デジタルプリントの事例写真なども公開され、デザインのヒントにつながるセミナーとなりました。

■商店街サポートアイデアエントリー （１０月１日）

岡山市の商店街サポートアイデアにエントリーし、岡山市と地元へのサポートを模索しました。残念ながら

マッチングまでには至らなかったものの、地元への存在アピールをもっとしなければ、と再認識できた試み

となりました。

■中四国支部によるＺｏｏｍ交流会 （１０月２２日）

中四国支部ホストによる、全国の会員との交流会。コロナ禍におけるお互いの状況や、仕事の変化などの

情報交換ができ、インターネットを利用した仕事のスタイルが変遷していることを実感できました。

インテリアに世の中の意識が向いてきているのではないか、という社会動向についても話し合えました。

■「ファブリックス空間をデザインするテクニック講座」 （１２月１６日） 講師：石田 剛会員

石田氏によるプロテクニックのセミナー

会員・非会員ともに好評でした。プロとしてどんな知識を持ち、いかにデザインを研ぎ澄ませてゆくかを学び、

良い刺激を得たこともあり、参加者から入会希望者も出ました。

■「ｉＰａｄ活用セミナー」 （３月３１日） 講師：松本 佳津氏

中四国支部限定セミナー

会員・非会員ともに盛況でした。デジタルスキルを手に入れて、ビジネスをスピードアップできる機会を得ました。

石田氏のセミナー全国の会員とＺｏｏｍ交流会

支 部 長 今田 百春

副支部長 小西 裕美 黒崎 悦子

書 記 亀田 裕子

会 計 佐藤 早苗



２０２０年度の北陸支部は、提携企業との交流会や福島（裏磐梯方面）の研修旅行等を計画して

いました。しかし、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、いったん中止し、感染終息後に実施予

定でしたが、それも叶わず、１月よりオンラインを中心とした活動に切り替えました。今年度は、コロ

ナ禍の中で選択したオンラインシステム（Ｚｏｏｍ）は有効な活動手段であると認識しました。今後

も大いに活用したいと考えております。

支 部 長 金森 亮一

副支部長 梶 美江子 林 千晶

会 計 宮原 優子

支部活動

北陸支部 （２０１３年１２月開設）

北陸支部長
金森 亮一

■北陸支部内情報交換会 オンラインセミナー （１月２４日）

テーマ：『吉久地区重要伝統的建造物群保存地区の指定について』第１弾（座学）

講師：林 芳宏氏 （吉久まちづくり推進協議会 事務局長）

■国立工芸館見学会＆提携企業ショールーム見学会 金沢方面 （３月９日）

見学先：国立工芸館、米三金沢ショールーム 参加者：７名

■北陸支部内情報交換会 （３月２６日）

テーマ：『吉久地区重要伝統的建造物群保存地区の指定について』第２弾（現地見学会）

講師：林 芳宏氏（吉久まちづくり推進協議会 事務局長） 参加者：５名

８

参加者 ：１０名

（北陸支部８名その地ｉｃｏｎ会員２名）



東京圏支部 （２０１２年４月開設）

東京圏支部長
鈴木俊恵

支 部 長 鈴木 俊恵
副支部長 仙波 慶子 山下 栄子
役 員 鈴木 薫 鈴木 二葉 畑 忠成 東谷 恭子

９

役員会（月１回開催）

・各活動の企画運営・実施のサポート

・各研究活動の後方支援

・毎月「お知らせ定期便」をメールで配信

８つの研究会やプロジェクトが進行中

・キッチン研究会 ２０１２年〜

・子ども研究会 ２０１２年〜

・防災とインテリア研究会 ２０１３年〜

・ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ(パウラボ) ２０１４年〜

・２０２０ Ｔ･Ｏ･Ｐ (東京オリンピック･パラリンピック)

プロジェクト ２０１４年〜

・木づかいクラブ ２０１６年〜

・ＪＩＤ×ｉｃｏｎ/Ｋｉｄｓプロジェクト ２０１９年～

・ｗｅｌｌｎｅｓｓ ｉｎｔｅｒｉｏｒ研究会 ２０１９年〜

【２０２０年度 東京圏支部の主な活動】

【東京圏支部 総会】 オンライン

２０２０年５月２１日（木）

２０２０年度議案は、前年度の活動報告と新年度の

計画を上げ、議決権行使書による回答をもって、原

案通り承認されました。

同時に役員改選があり、支部長１名・副支部長２名・

役員４名 計７名（任期２年）が承認されました。

『憂鬱なステイホームを癒しに変える
北欧式インテリアの極意』

〔講師〕香取美智子会員

インテリアプロデューサー

北欧ライフスタイルデザイナー

恒例となった年に一度のスペシャルセミナーを開催しま
した。

支部活動

東京圏支部では、会員自ら自身のスキルアップを図れ、活動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繋がる活動を

行っています。新型コロナウィルス対策で、リモート会議やオンラインセミナーを活用してい

ます。

【継続的な活動グループ】

【スペシャルセミナー】 オンライン

Ｚｏｏｍでセミナーやミーティンクを行っています

北欧の事例と考察、講師のインテリアプロデュース事例

等、多くの写真と整理された考え方が示され、大変内容

の濃いセミナーでした。コロナ禍で家に籠らざるを得ない

今の私たちの暮らしの大きなヒントになりました。

２０２１年３月２４日（水）



『会員のお仕事事例紹介』 （２月１０日）

日常業務に手描きパース・３Ｄパースを取り入れている

会員２名のお仕事事例を紹介しました。

水嶋 ユリ江会員/日常業務に手描きパースを活用

鈴木 薫会員/スタイルカーテン提案の３Dパース活用

進行：山下栄子会員

会員の関心が高く、定員を増やしての開催となりました。

【スキルアップセミナー】 オンライン

左から鈴木会員、山下会員、水嶋会員

『巷で話題のＺｏｏｍ飲み会』 ３回開催

・「自慢レシピ紹介」 （６月２７日）

・「お気に入りのマイ道具たち」 （９月２４日）

・「これだけははずせないおせち料理や自慢のクリスマス

料理」 （１２月７日）

夜のひととき、さまざまな話題に花が咲きました。

【お楽しみｍｉｎｉｃｏｎ】 オンライン

6/27自慢のレシピ

【東京圏支部企画 ＣＰＤ講座】 「マンションリノベーション実践講座」 全４回 オンライン

■第１回 (１０月１４日)・第２回 (１１月２５日) 

「リノベのプロに聞く」

リノベーションで活躍している会員のトークライブ

〔講師〕 秋山 富美子会員 おうちデザイン研究所

飯沼 朋子会員 株式会社デコール東京

北谷 明日香会員 インテリアデザイン ルーチェ

杉山 和佳子会員 株式会社インテリノデザイン

嶋村 敦会員 有限会社かすみ内装

「話が整理できていないクライアントから真の要望を引き

出すには」など、各々の業務フローでの実務経験に裏打

ちされた創意工夫を紹介しました。

■第３回 (１月１３日）・第４回 (２月２４日)

「造作家具講座」

CPD分野別講座 造作家具必須講座 １・２

＊造作家具エキスパート認定講座

〔講師〕畑 忠成会員 収納工房株式会社

森山 恵会員 スタジオ トリム

造作家具は建築とインテリアの両方の要素を持つため、

リノベーションで提案することは大きなチャンスになります。

第３回はヒアリングから注文を受けるまでと、リビング壁面

収納のプランのコツについて、第４回は現調・採寸・納

品・施工時にＩＣとしてなすべきポイントと、トイレ手洗いカ

ウンターの事例解説など、実践に役立つ内容でした。

１０

会員がスキルアップをはかれるようタイムリーな

内容でお届けします。

ｍｉｎｉｃｏｎ (ｉｃｏｎのｍｉｎｉでミニコン)は会員同士が

気軽に集まれる場として企画しています。
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＜ キッチン研究会 ＞

前年度の活動を引き継ぎ、「生活者に向けてもっと楽しくもっと身近に、自由な発想で創るキッチン空間の提案と発信」を研

究会の目標に掲げ、セミナーや研修会などの企画を立てましたが、コロナ禍の下、リアル開催は実現できませんでした。毎

月第２月曜日夜間の定例ミーティングは全てオンラインでの開催となりましたが、『サスティナブル』をキーワードに、「パーソ

ナライズドキッチン」を具体化するための情報収集や資料作成に取り組みました。次年度は今年度の成果を生かし、キッチ

ン研究会ならではの視点で生活者に向けての発信を実現させていきたいと考えています。

■ツナシマ商事（輸入キッチン設備機器）新ショールーム発表会見学 （１１月１３日)

新ショールームに勢ぞろいの輸入設備機器
ガスビルトインオーブンやバキュームドローワー

ツナシマ商事新ショールーム
嶋社長自らスーヴィード（真空調理）の実演

今注目の調理機器バキュームドローワー(左上）
と真空パックされた食材（右下）

＜ 子ども研究会 ＞

９年目を迎えた子ども研究会。コロナ禍の１年となりましたが、月１回のオンラインミーティングでは、遠方のメンバーとも交流

を持つことができ、そのメリットを大いに生かし活動を継続しています。

今年度はＳＤＧｓの知識と理解を深める準備期間でしたが、来年度は、高校生や小学生など若い世代と共に活動する計画

を具体的に検討しています。ＳＤＧｓという大きなテーマを、まずは自分事として身近に感じてもらえるように、ＩＣの視点から

啓蒙活動もしていきます。またｉｃｏｎ賛助会員と積極的に連携し、活動をスケールアップしていく予定です。

Ｚｏｏｍミーティング風景

■オンラインミーティング開催 全１０回

■千葉県立松戸国際高等学校へ訪問 （３月２７日）

子ども研究会と生徒との共同のＳＤＧｓ活動に向けて、

担当の先生と意見交換をしました。

＜ ＪＩＤ×ｉｃｏｎ/Ｋｉｄｓプロジェクト ＞

ＪＩＤ（公益社団法人日本インテリアデザイナー協会）共催

「あつまれキッズデザイナー」

ステイホームでワークショップ 『飛び出すカードで気持ちを伝えよう』

年間３回のワークショップを開催していましたが、本年度は見送り、自宅でできる

仕組み作りを試みました。

自主グループ活動 研究会・グループによる継続的な活動 全国どの地域からも参加できます

松戸国際高等学校訪問
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＜ 防災とインテリア研究会 ＞

＜ ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ (パウラボ) ＞

２０１９年に発刊した冊子「インテリアと暮らしの視点から考える ＪＯＬ防災－ＩＣのためのヒントＢＯＯＫ－」を使い、防災月

間の９月にオンラインセミナーを開催しました。全国各地のｉｃｏｎ会員や、会員以外のＩＣも参加する、良い機会となりまし

た。定例会（計１０回）や他の研究会との合同勉強会、ミニ勉強会は全てオンラインで行い、フィールドワークはメンバー

有志にて実施しました。様々な視点からＪＯＬ防災を考える良い機会となりました。

≪ＪＯＬ防災（Ｊｏｙ ｏｆ Ｌｉｖｉｎｇ＋防災 ジョルぼうさい）≫

■ＪＯＬ防災 ＩＣのためのオンラインセミナー開催 （９月９日 午後の部／夜の部）

■フィールドワーク 防災専門図書館（千代田区平河町）見学とＪＯＬ防災冊子を閲覧用に進呈 （１０月８日）

■木づかいクラブとの合同勉強会セミナー開催 （１０月２１日） オンライン

「水害に遭われた会員からお話を聞く会」講師：河原典子会員

■ミニ勉強会 「仏壇仏具の会員からみた防災とインテリアの考え方」 講師：笠間幸治郎会員 （１月１３日）

浦安新聞４月２４日号「住まいとくらし」スガツネ工業にて造作金物の勉強会 完成したパウラボカード

２０２０年度は、パウラボが提案するパウダールーム・モデルプランの企画検討を行いました。毎月第３火曜日の定例ミー

ティングとあわせて開催し、マンションや戸建て、いくつかのモデルケースのなかで、パウダールームでの過ごし方や収納

方法なども盛り込んだプランニングと、ｗｅｌｌｎｅｓｓ ｉｎｔｅｒｉｏｒ研究会とも共同で、これから益々進むウェルネス要素も含んだ

パウダールームの検討を行いました。また、スガツネ工業株式会社にご協力いただき、造作家具金物の勉強会を開催。

次年度は、共同で更にプランニングの具現化を進めます。

地元密着型地域新聞「浦安新聞」より取材を受け、「住まいとくらし」のコーナーにて無限大の可能性があるパウダールー

ムの魅力を伝えました。ＰＲ活動のために作成したパウラボカードも、今年度はなかなか活用できませんでしたが、次年度

以降は生活者も含めて対外的に存在感をアピールしていきます。

ＪＯＬ防災セミナー
オンラインを活かし講師も
東京と大阪から、参加者も全国か
らと距離を全く感じませんでした

ミニ勉強会「仏壇仏具と防災とインテリア」



１３

＜ 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の目標達成にも貢献していきたいと考

えています。今年度はコロナ禍により、展示会も中止となり、見学会や他団体とのコラボレーション事業も見合わせる状況

となる中、メンバー同士で多くの情報交換会を開催し、全国の会員と有意義な意見交換をすることができました。

■防災とインテリア研究会との合同勉強会セミナー開催 （１０月２１日） オンライン

「２０１９台風１９号にて水害に遭われた河原さんからお話を聞く会」

～浸水被害と復旧改修工事の体験談と今後の住宅対策について～ 講師：河原典子会員

■Ｚｏｏｍによる情報交換会を毎月開催

・木のメンテナンスについて （７月４日）

・木使いノートについて （８月１９日）

・上田眞江会員より、「ＩＣが知っておきたい家具の１００の知識」について （９月１４日）

・笠間幸治郎会員より仏具に使われる材について （１０月８日）

・株式会社森未来 浅野純平氏より日本の森林と木材について （１１月１２日）

・株式会社イマガワ 赤松洋一氏より国産材ムクの建具について （１２月１０日）

・株式会社シオン 石川公一郎氏より、自然塗料について （１月２８日）

・花山裕子会員より、茶室の形、材について （２月２５日）

仏具より「木魚」
樹種により音が
違います

「茶室と床の間」のイメージ（フリー画像より）
茶室の床の間の材や関連話に日本文化の奥深さを
学びました

＜ ｗｅｌｌｎｅｓｓ ｉｎｔｅｒｉｏｒ研究会 ＞

「～１００歳まで幸せに暮らせる住まいをあなたに～」をコンセプトに、ひとつの架空家族の住宅を健康的な視点からリノ

ベーションする架空プランを研究しています。今の暮らしの満足と高齢になっても安心・安全で暮らせるプランは完成しま

した。来年度は継続して素材について研究していきます。また、五感の中の視覚（色彩）、香り（嗅覚）についてオンライン

セミナーを開催しました。

色彩から健康を考えるセミナー オンラインで楽しもう！アロマテラピーワークショップ第１弾、第２弾

■オンラインで楽しもう！アロマテラピーワークショップ開催 （７月１日）

■スペシャリストにＱ&Ａ 「色彩から健康を考える」セミナー開催 （８月３１日）

■オンラインで楽しもう！アロマテラピーワークショップ 第２弾開催 （２月３日）

■壁紙について勉強会（リリカラ株式会社） （２月１７日）

■カーペットについて勉強会（株式会社スミノエ、シンコールインテリア株式会社） （３月３日）

河原さんからお話を聞く会



１４

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 メガソフト株式会社

コイズミ照明株式会社 株式会社弘和

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 株式会社フジエテキスタイル

株式会社コルティナ シンコール株式会社

ドリームベッド株式会社 株式会社トミタ

株式会社YAMAGIWA 株式会社アートフロントギャラリー

日本ベッド製造株式会社 株式会社総合資格

株式会社キタニジャパン 公益社団法人日本建築積算協会

立川ブラインド工業株式会社 株式会社ロックストーン

株式会社セレモア カリモク家具株式会社

株式会社エーディコア・ディバイズ 株式会社カンディハウス

五洋インテックス株式会社 株式会社ウインテック

株式会社フェイス 株式会社 Anonimo Design

日本住研株式会社 株式会社イエローコーナージャパン

株式会社シオン 一般社団法人良質リフォームの会

匠大塚株式会社 一般社団法人日本壁装協会

富士工業株式会社 株式会社シリカライム

リリカラ株式会社 株式会社 it company

国際開発株式会社（Brandze） マナトレーディング株式会社

株式会社サウザンコーポレーション 株式会社イマガワ

トーソー株式会社 柏木工株式会社

株式会社サンゲツ 株式会社BRAIN

株式会社イオニア 日本フィスバ株式会社

フォルマインターナショナル株式会社 株式会社成城武井商事

ファブリカテクニカパートナーズ合同会社 株式会社コサイン

株式会社グリーンジャパン 積水成型工業株式会社

フェローズジャパン株式会社 株式会社藤栄

株式会社森未来 bp international tokyo株式会社

（５８社 入会順 ２０２１年３月）

その他のお世話になった企業・団体 各活動にご協力いただき、ありがとうございました （順不同）

ＤＮＰ 大日本印刷株式会社 一般社団法人国際建材・設備産業協会（ＩＢＭＦ） スガツネ工業株式会社

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（ＪＥＬＣＯ） 株式会社トヨウラ シンコールインテリア株式会社

株式会社スミノエ 株式会社ツナシマ商事 公益社団法人国土緑化推進機構 株式会社クレド

２０２０年度の活動にご賛助いただき、ありがとうございました賛助会員

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

状況が混沌としており、様々な情報が錯綜して見通し・手立てが困難な状況のため、引き続き、情報収集活動を継続し、

東京大会組織委員会理事と連絡をとっていく予定です。

本書の記載内容・写真等の無断転載・複写を禁じます
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