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未来へ 一人一人が輝く
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Topics

設立10周年記念企画 続々登場

「インテリアを超え、『暮らしの場づくり』をになう私たちに必要なこと」をテーマに、

icon顧問の島崎信先生による動画を配信しました

島崎信先生シリーズ動画配信（全４回）

JAPANTEX 2021 ONLINE 出展

未来の私は ・・・思い描こう

複眼の思想、想像力、学び続けること

10

NEXT LIFE STYLE DESIGN
プロジェクト

～暮らしも、間取りも、インテリアもデザインチャレンジ～

Panasonic株式会社のホームページとYouTubeで配信

第１弾 タブチキヨシ氏セミナー×iconトップコーディネーター対談

第２弾 動画配信「グレイッシュインテリア コーディネート」

オンラインでの開催に変更、動画を制作し配信しました

第１部：ショートフィルム －虎岩さおり－ 未来へ翔く、Step Upの軌跡

第２部：オンラインセミナー －小西流メソッド－ Good－Balance仕事術の奥義

th

第１回：

第２回：

第３回：

第4回：

学ぶということは知ること、考えること

今の時代に求められるタイムレスなチェアたち

日本の生活文化と北欧デザイン

良いデザインを育てる社会、部屋づくりの定式

Panasonic×icon

「未来へ 一人一人が輝く」「未来へ 一人一人が輝く」

賛助会員企業の協力と後押し
で無事に笑顔で撮影完了！

「グレイッシュインテリアコーディネート」は大阪のパナソニック本社で撮影
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iconインテリア英会話
オンラインでスタート

TASテクニカルアドバイスシステム始動

B会員のビジネスサポートを目的としたTASが本格始動

施工や納まりに関する質問を各ジャンルの技術者に相談

できる窓口を開設しました

全会員対象-TAS  LIVE-「Zoomでお悩み相談室」は

情報交換やスキルアップの場として広く利用されました

インテリアと建築に特化し、音声学も取り入れた
英会話レッスンをスタート
ビジネスフィールドが世界に向かう中、会員
の強みとなります

会員深堀りインタビュー配信（全５回）

様々な分野で活躍する会員に、これまでの経緯や今の仕事内容、

今後の取り組みについてインタビューした動画を配信しました

全国夢を語ろうリレー動画制作！

全国の会員、賛助会員の夢を紹介

潔さがきわだつ
小西裕美会員

自分で限界を作らない
田中みつ子会員

多彩な経験が活きる
網村眞弓会員

得意は英国流インテリアデザイン
飯沼朋子会員

仕事への追求がやまない
土肥君代会員

interior英会話interior英会話

TechnicalTechnical
AdviceAdvice SystemSystem
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会長挨拶

2021年度活動報告

2021年度は、引き続き新型コロナウィルスによる経済への影響、ウッドショック、半導体不足

による納期の遅れ、そしてヨーロッパでは、平和の祭典であるパラリンピック開催中に、ロシ

アによるウクライナ侵略など、予想を超えた世界の動きの中で、日本の経済も、私たちのイ

ンテリア業界も未来を展望しづらい状況下にあります。

しかしそのような状況の中でも、先見性のある企業は、新しいビジネスモデルやアイデアを

積極的に活用し業績を伸ばしていることも事実です。私たちiconも常に未来を見つめ、足元
を確固としたものとして、一人一人が輝けるためのプラットホーム作りをしてきました。

おかげさまでiconは設立10年を迎えます。2022年6月には、設立から現在までの活動のご

報告、記念講演、祝宴など、記念式典を予定しております。これも皆様のご協力の賜物と厚

く感謝申し上げます。ご支援ご協力をいただいている多くの皆様とお会いできることを楽しみ

しております。

今後もご指導のほどよろしくお願いいたします。

会長 広瀬 直樹

SDGs推進会議では、2年目となる今年、会員にSDGsへの取り組み事例、提案を募集しました。研究会や、支部の活動

として、5事例の応募があり、マイページに発表しました。こういった事例をiconの中で共有して、さらに大きな動きにして
いきたいと考えています。

＜ SDGs推進活動 ＞

日 時 ： 2021年 6月 3日（木） 13：00 ～ 13：20

会 場 ： リビングデザインセンターOZONE内 icon事務局 およびオンライン

昨年同様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4名と他参加者をリモートでつなぎ、開催しました。定款に基づき、広瀬会長が議長を務め、昨年度

事業報告、決算報告、本年度事業計画および収支予算、ほか基金返還について原案通り可決されました。役員は任期

2年で昨年からの継続になりますが、北陸支部の金森亮一理事の退任に伴い、土肥君代氏が理事に選任されました。

＜第10回定時社員総会 ＞
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＜総合企画Div. ＞

第10回定時社員総会と全13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

な運営に努めました。10周年を迎えるにあたっての事業企画や動画配信をサポートしました。

■正会員支援

賠償責任保険および文芸美術国民健康保険関連の諸手続き、外部企業からの求人募集配信、icon news配信、
Zoomアカウント管理

■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運用サポート

◆後援・協賛等

「第92回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021および第10回LIFE×DESIGN」への後援

「第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022および第11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

総合資格学院主催「建築学縁祭」後援

⼀般社団法⼈アートのある暮らし協会 主催「ART & LIFESTYLE オンラインEXPO」への協力

2021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 能力開発Div.理事：東 千晴

東京圏支部長：鈴木 俊恵 北陸支部長：土肥 君代 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

東京商工会議所 会員

＜ IC WAVE Div. ＞

icon10周年記念事業「未来へ 一人一人が輝く」の一環として、「エシカルとIot」をテーマにJAPANTEX2021の出展を企

画しました。プロジェクトチームを編成し定例ミーティングを行いました。新型コロナウィルスの影響により、リアル開催が

中止になったことを受け、オンライン開催での参加に変更して、動画を制作し配信しました。そのほか、他のDiv.と共同の

企画に参加、運営協力しました。

■JAPANTEX2021 セミナー＆動画配信 （10月20日、11月24日）

■SDGs推進会議のメンバーとして、総合企画Diｖ.と協力し企画推進をサポート

JAPATEX2021オンライン展示会 配信セミナー 虎岩さおり 会員 奥村公子 会員

本部活動
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＜ 広報Ｄｉｖ. ＞

icon設立10周年記念事業「未来へ 一人一人が輝く」をテーマに展開された企画を、icon会員に向けアピールしまし
た。また、各企画のプロジェクトメンバーとして参加し、プロジェクトの進捗を「10周年企画レポート」として内外部に紹介

しました。

■icon設立10周年記念企画

・島崎先生シリーズ動画 「インテリアを超え、『暮らしの場』をになう私たちに必要なこと」全4回 会員限定配信

・会員深堀りインタビュー動画：小西裕美、田中みつ子、網村眞弓、飯沼朋子、土肥君代 会員限定配信

・JAPANTEX2021オンラインにて、icon動画「虎岩さおり 独立の軌跡、小西流メソッド 仕事の奥義」 期間限定配信

・「夢を語ろう」リレー動画制作

2021年より、エンドユーザーに向けてインスタグラムの活用をスタート。より多くの一般の方々に、インテリアコーディネ

ーターの仕事のバリエーションの多さ、個性豊かなメンバーのいるiconを知ってもらうため、SNSとホームページを連携

させた配信を試行しています。

インスタグラム記念企画島崎先生シリーズ 記念企画 JAPANTEX2021

＜ 流通活性化Ｄｉｖ. ＞

今年度は、賛助会員が共同企画したicon独自のコラボレーションイベントを開催しました。第一弾は家具とファブリック。
モダンクラシック家具のデザインのこだわりと、防水撥水効果の高いファブリックを体感しながら学ぶセミナーとなりまし

た。第二弾は左官材と塗料。自然素材を共通テーマとして、呼吸しつづけるホンモノの素材メーカー２社の開発者によ

る対談とワークショップを開催しました。

また、賛助会員とタイアップし特別セミナーを企画開催しました。会員２名が講師を務め、“１日の時の流れ”をテーマに

ライフシーンと組み合わせたコーディネートセミナーと、壁紙とカーテンを「時短で」「簡単に」「オシャレに」提案する方法

をレクチャーするビジネスセミナーをオンライン配信しました。

藤栄＆イオニア コラボセミナー シリカライム＆シオン コラボワークショップ リリカラ 特別セミナー

■コラボレーションイベント

■リリカラ（株） 特別セミナー

■卸売制度 2021年度版 登録30社

第一弾 株式会社藤栄＆株式会社イオニア コラボセミナー （6月16日）

第二弾 株式会社シリカライム＆株式会社シオン 開発者対談＆ワークショップ （7月15日）

第一弾 コーディネートセミナー 講師：飯塚奈津子会員 （12月3日～17日）

第二弾 ビジネスセミナー 講師：ツジチハル会員 （1月24日～31日）
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＜ 能力開発Ｄｉｖ. ＞

要望の高かった「icon インテリア英会話講座」を体験レッスンからスタート。初級、中級講座とステップアップし、講師
の紹介と、受講成果の動画を制作しました。また賛助会員とのコラボレーション企画や、一般社団法人国際建材・設備

産業協会（IBMF）のLIPI（Living In Place Initiative）事業部より「CLIPP研究会」導入の提案を受け、理事会の承認を経

て研究会に参加しました。CPD制度に関しては2014年度から2020年度までの受講ポイントが一覧で分かるように整理

しました。

トップコーディネーター認定審査は本年度の新規申請者は無く、更新者2名を更新しました。

■インテリア英会話講座スタート 「ひとりひとりが話せるようになるインテリア英会話講座」

初級編講座 全6回 中級編講座 全6回開催

■icon×Panasonic コラボレーション企画 「NEXT LIFE STYLE DESIGN」プロジェクト

・オンラインセミナー「暮らしも、間取りも、インテリアもデザインチャレンジ」開催 （8月25日） 受講者140名

第1部 住宅デザイナー タブチキヨシ氏セミナー

第2部 タブチキヨシ氏 × icon トップコーディネーター対談

・iconトップコーディネーターの「グレイッシュインテリア」プレゼンテーション動画を撮影 （10月6日）

パナソニック株式会社のホームページとYou Tubeにてエンドユーザー向けに配信

・「グレイッシュインテリア」をテーマにインテリアコーディネートの実例物件を撮影 （12月24日）

■一般社団法人国際建材・設備産業協会（IBMF）LIPI（Living In Place Initiative）事業部主催「CLIPP研究会」

リアル&オンライン研究会（毎月開催） 会員3名参加

■認定トップコーディネーター

村上英子 森山恵 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 2022年3月）

第10回 CLIPP研究会オンラインにて「インテリア英会話」動画撮影風景
石黒久美子会員と野口由美講師

パナソニック本社にて
「グレイッシュインテリア」動画撮影

＜ ビジネスＤｉｖ.＞

B会員対象にテクニカルアドバイスシステム（TAS）を5月よりスタートしました。リフォームやリノベーション等のIC業務を

行う際、施工や納まりなどに関して、各ジャンルの技術者（テクニカルアドバイザー）に個別相談ができるようになりまし

た。アドバイザーは、ICの業務や立場を理解した選任のメンバーです。また、7月から不定期に開催している TAS LIVE 

-Zoomでお悩み相談室- は、Zoomでアドバイザーに気軽に質問、その場で解決できる機会となっています。

その他、セミナー講師やモデルハウスのインテリアコーディネートなど、企業からの依頼や問い合わせに対応し、会員

の仕事に繋がるよう諸条件の整理や交渉をおこないました。

■テクニカルアドバイスシステム（TAS）試験運用開始 （5月20日）

■TAS LIVE－Zoomでお悩み相談室-の開催開始 （7月5日）

■株式会社リロクラブとの提携業務「リロのインテリアコンシェル」業務フローや取り決め事項の見直し

Zoom開催のTAS LIVE 全会員参加できます
テクニカルアドバイザー
片柳 通行 会員

（住宅設備全般、キッチン、
浴室、トイレ 他）

テクニカルアドバイザー
石田 剛 会員

（ファブリックス、壁紙
ウインドウトリートメント）

テクニカルアドバイザー
畑 忠成 会員

（造作家具、建具他）
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支部活動

中四国支部 （2018年5月開設）

支部開設4年目の2021年度は、昨年に引き続きコロナ禍の影響で予定していたイベントが開催

できなかったため、オンラインセミナーの開催や、会員間の情報交換・賛助会員との意見交換

などを中心に、即ビジネスに結びつく情報を取り入れて活動しました。

世の中はZoomなどインターネット上の打合せやセミナー・意見交換があたりまえの時代となり、

顧客自体もそういった社会背景からより多くの情報を得ることとなり、モバイルやデータを扱え

るよう、より一層のビジネススキル向上を意識し活動しました。

支 部 長

副支部長

書 記

会 計

中四国支部長
今田 百春

ツジチハル会員のセミナーベラビスタで会員の交流

今田 百春

小西 裕美 黒崎 悦子

亀田 裕子

佐藤 早苗

■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 （5月21日）

昨年に引き続きオンラインによる無料相談会を計画し、告知しました。

■パナソニック配線勉強会 （6月30日）

リンクプラスなど新しい技術の配線計画方法についてオンラインで講習会を

開催しました。講師：パナソニック株式会社ライフソリューション社

■株式会社岡山マツダ野田店 打ち合わせスペース貸出開始 （9月1日）

岡山市にある自動車メーカーのご厚意によりコロナ禍で個室での打ち合わせ

がしにくい中四国支部の会員が無料で打ち合わせスペースを利用できるよう

になりました。

■支部定例会での賛助会員紹介コーナー

毎月の定例会の前（30分～1時間）に、賛助会員の紹介をしました。具体的な取引方法や担当者との交流により、地

方では分かりづらかった賛助会員企業とのビジネスの活性化につながりました。（来年度も継続予定）

■会員有志によるリゾートホテル見学会＆ルネ・ラリック展視察 （11月10日）

広島県尾道市のリゾートホテル「ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道」の見学会 参加者：7名

■ツジ チハル 空間をコーディネートするテクニック講座 （3月16日）

ツジチハル会員による空間コーディネーションのノウハウ講座。

会員外からの14名を含め全53名と多くの参加がありました。ツジ会員の注目度もさることながらユーチューバーの

自宅事例など、面白く奥深いコーディネーションの物語を聞くこともでき、インテリアを学ぶ楽しさを再認識できた講座

でした。
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支部活動

2021年度の北陸支部は、計画していた「ホテリアアルト裏磐梯」への研修旅行や「ヘルジアン

ウッド」の見学会は、コロナの感染拡大の状況から延期となり、そのほか情報発信を予定してい

たセミナーも思ったような活動が出来ない状況でしたが、毎月定例ミーティングを開催し、会員

自身が企画した30分程度の情報交換会はそれぞれの勉強の機会となりました。リアルの見学

会も状況を見ながら実行しました。これからもオンラインとリアルの見学会を織り交ぜ、より充実

した活動を実行していきます。

北陸支部 （2013年12月開設）

北陸支部長
土肥 君代

■支部内勉強会

動画撮影機材使い方セミナー （4月21日） 講師：金森 亮一会員 参加者：8名

木製玄関ドア・水性木材用塗料勉強会 （12月13日） 講師：柳澤 寧季氏 参加者：7名

平屋モデル見学会、ファロー＆ボール勉強会 （2月21日） 講師：八幡 美紀氏 / 土肥 君代会員 参加者：8名

動画撮影機材使い方セミナー 木製玄関ドア・水性木材用塗料勉強会 平屋モデル見学会、
ファロー＆ボール勉強会

■北陸支部オンラインセミナー＆情報交換会 （9月7日）

テーマ：インテリアコーディネーターと賠償責任セミナー＆情報交換会

講 師：中井陽子氏（弁護士）

解 説：小橋一輝氏（損保ジャパンパートナーズ株式会社 京葉支店）

秋山延江会員

参加者：21名

■ｉｃｏｎ全国リレー動画撮影会in高岡 （11月15日）

高岡「能作」・高岡山町筋 参加者：12名

ホテルJALシティ富山 楽翠亭美術館入口にて株式会社能作 新工場

■見学会開催 （3月22日）

楽翠亭美術館＆ホテルJALシティ富山見学会

富山駅再開発地区見学会 参加者：8名

土肥 君代

金森 亮一 林 千晶

宮原 優子

支 部 長

副支部長

会 計
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支部活動

【2021年度東京圏支部の主な活動】 【会員交流 minicon ①】オンライン

「座談会 新人さんいらっしゃい」（7月14日）

2019年4月以降入会の会員を対象に、会員のメリット

や、各研究会・活動グループの紹介など、座談会形式

で行いました。

新入会員同士の交流の場として、さらにiconの活動に

積極的に参加してもらうことが目的です。

アンケートでは「勉強・自己研鑽」「保険関係」への関

心が高かったです。それぞれに詳しい会員にアドバイ

ザーとして参加していただき、充実した内容を伝えられ

ました。

参加者からも積極的な発言や質問があり、会員歴の

浅い会員にiconについての案内や理解を深めてもらう

いい機会となりました。

【会員交流 minicon ②】オンライン

「ジャイロキネシス」エクササイズ（8月31日）

最初は身体のいろいろなところをこすったり伸ばしたり

してストレッチからゆっくりと始まりました。一通り

ウォーミングアップが終わると椅子に座りながら全身を

ひねったり丸めたり、背骨を中心に筋肉や関節をほぐ

します。デスクワークの多いICにお勧めです。

講師：難波志乃氏 (理学療法士・ジャイロキネシス認定

トレーナー・ジャイロトニック認定トレーナー)

【会員交流 minicon ③④】オンライン

「お仕事あるある座談会」
～マンションオプション会編～（9月8日）
～リノベーション編～（11月17日）

日頃遭遇する悩ましい事「こんな時、みんなはどうして
る？」「今、まさに悩み中、アドバイスが欲しい！」など
同じ業務をしている仲間たちとざっくばらんに語り合う
会を開催しました。

日々奮闘している会員たちが、仲間の経験や知恵を
共有して、ちょっとほっと出来たり、力が湧いてきた！
と思えるような場になりました。

＜東京圏支部総会＞

2020年6月3日 オンラインにて開催しました。

＜役員会の活動＞

月1回リモート役員会開催

役員会企画のイベントの運営・実施

・スキルアップセミナー：計5回

・会員交流（minicon※）：計5回

各研究活動の後方支援

毎月始めに「お知らせ定期便」をメールで配信。これを

見ると東京圏支部の活動がわかります。

※minicon (icon の miniでミニコン)

東京圏支部 （2012年4月開設）

鈴木 俊恵

仙波 慶子 山下 栄子

鈴木 薫 鈴木 二葉 畑 忠成 東谷 恭子

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。

昨年に引き続き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。

東京圏支部長
鈴木俊恵

支 部 長

副支部長

役 員
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【CPDエキスパート認定講座】

能力開発Div.の依頼を受け「造作家具必須講座」のカリキュラムを実施しました。CPDエキスパート認定講座（全4回）
の後半２回です。

講師：畑 忠成会員／収納工房（株） 森山 恵会員／スタジオトリム

■「造作家具必須講座③」（7月28日）
第1部／造作家具を提案する時のツールやトークの秘訣を､トップコーディネーター数名の事例で紹介
第2部／巣ごもり需要やリモートワークで活躍する金物たちを事例を基に解説

■「造作家具必須講座④」（9月22日）
第1部／造作家具メーカーごとの得意分野を活かした上手な付き合いの仕方

事例から学ぶ､クレーム､失敗をなくすために､リフォーム現場でよくある問題や設計上の注意点
第2部／家具で使う素材について材料の特徴と選択について詳しく解説

造作家具と照明・AＶ機器の組み込み方について事例を基に説明

造作家具は建築とインテリアの両方の要素を持つアイテム。カタログもショールームもないからこそ「提案」で顧客の心
をつかむノウハウを学びました。

【minicon & スペシャルセミナー】オンライン 【スキルアップセミナー】オンライン

「ペットと暮らすインテリア座談会」（12月8日）

ペットを飼っている会員の意見や､仕事で遭遇する
ペットにまつわるさまざまな事について､気軽な意見
交換会を行いました。2月に行うスペシャルセミナー
に向けての試みです。

「スペシャルセミナー」（2月23日）

～犬・猫の気持ちで考えるすまいづくり～
ペット共生住宅を数多く手掛けられているペットケア
アドバイザーの金巻とも子さんを講師に迎え、犬と
猫とのすまいづくりについて学びました。これまで私
たちが一般的に行ってきたペット対応が、ペットに
とってはどうなのかなど、気づきの多い内容でした。

「お仕事事例紹介」

～インテリア模型の作り方と活用方法～（8月6日）

～クリニックデザインを任されるまでの
10年の軌跡～（1月12日）

トップコーディネーターの田
中みつ子会員が、模型をプ
レゼンテーションツールにし
たリフォーム事例と、１/50
のインテリア模型の作り方
などを紹介しました。

クリニックの内装デザインの
仕事をしている齋藤薫会員
が、インテリア空間を作るま
での課程を紹介しました。
クリニックの専門性や都心、
郊外、地方などの地域性、
チェーン店舗別の違いなど
興味深い内容でした。



11

～キッチンから始める幸せな暮らし～を探求するキッチン研究会の今年のテーマは「INOUTドアキッチン」。都会のマン

ションのベランダで自然を感じながら楽しむ「ベランピング」と、庭のある戸建ての内と外とがつながる「モバイルキッチ

ン」の二本立てで双方のキッチン空間を研究しました。ミーティングはオンラインが主となりましたが、リアルな活動も数

回実施しました。

また、初めての試みとしてWellness Interior 研究会との合同企画「緑の効き目」と題したセミナーも開催し（PART1 1月

19日、PART2 3月17日） 、充実した一年となりました。生活者向けのキッチンガイドブックの作成、八王子ストックヤード

にリアルOUTドアキッチンの製作など一般社団法人国際建材・設備産業協会（IBMF）との共同研究も引き続き進めてい

ます。

＜ キッチン研究会 ＞

今年度は千葉県立松戸国際高等学校の全学年を対象にSDGsをテーマにセミナーをおこないました。美術の選択授業

の作品製作に合わせて、ファブリック・照明・傘の３つの課題とSDGs、インテリアを絡めセミナーをオンラインにて開催し

ました。メンバーで試行錯誤し、賛助会員企業からも、教材や資料提供、セミナー講師と多くの協力を得て実施すること

ができました。学生から集まった145枚の熱心なアンケートの回答から、SDGsを身近な生活の一部として感じてもらえ、

新たにインテリアや自分の暮らしに興味を持つ生徒が複数出たことが、一番の成果でした。

次年度はステップアップして、更に質を高めた内容でのセミナーを開催を検討しています。

■ファブリック「インテリア業界におけるSDGsの傾向」 賛助会員 株式会社サンゲツ 株式会社弘和 （7月12日）

■照明「SDGsの取り組み」 賛助会員コイズミ照明株式会社 「北欧の灯りとSDGs」 子ども研究会 （7月13日）

■傘「株式会社槙田商店 老舗のモノづくりから考える傘の魅力」「アンブレラ・スカイ×SDGs」子ども研究会 （11月11日）

＜ 子ども研究会 ＞

ファブリックセミナーの様子 照明セミナーの様子 老舗の傘メーカーの傘を実際に
手に取ってもらい、感触を確かめてもらう

研究会・グループによる活動 （全国どこからでも参加できます）

八王子ストックヤード視察ハーフェレ新商品発表会 ツナシマショールーム研修

ドリームキッチンセミナーツナシマショールーム研修
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今年度は、オンラインでの定例ミーティングの他に、リアル開催できるタイミングで、水まわりメーカーの担当者と一緒

にホテルの客室見学を実施しました。部屋の中央にあり、空間を間仕切る役割を果たすセンターコアのパウダールー

ムの存在感を、最新のホテルに見られる傾向として体感しながら、情報交換を行いました。

パウラボPR活動のためにYouTube動画製作をスタートしました。まずはメンバー揃ってのプロフィール動画の撮影を行

い、今後は水まわりメーカー各社の協力も得ながら、「脱・洗面所！」のコンセプトを引き続き発信していきます。

＜ powder room labo (パウラボ) ＞

キンプトン新宿東京にて客室見学と情報交換会 YouTube パウラボチャンネル撮影

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-」の内容や考えに

共感いただき、「もっと知りたい」とセミナーの依頼につながった一年でした。研究会で地道に進めてきた考えに、少しず

つ手応えを感じています。

＜ 防災とインテリア研究会＞

ＪＯＬ防災勉強会 （福島県建築士会福島支部女性委員会） 暮らしと防災とインテリアセミナー（大和市市民交流拠点ポラリス）

■定例ミーティングの様子

■JOL 防災勉強会 福島県建築士会福島支部の女性委員 （8月28日）オンライン

ＩＣと同じように住まいの空間を造る立場の建築士の参加者から「多くの気付きがあった」と好評でした。セミナー後の

オンライン交流会も様々な話題で盛り上がり、コロナ禍が続く中でも距離を超えて繋がっていけることを嬉しく思いま

した。

■暮らしと防災とインテリアセミナー 神奈川県大和市主催の市民対象講座 （3月20日）

「対策だけすれば良い」「簡単にすぐに出来る」という対処法から、防災を日常のインテリア計画やレイアウトで恒久

的に対応していく、という話に熱心にメモを取る受講者が多く、共感の声をいただきました。
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100歳まで幸せに暮らせる住まいを具現化するために、 ①自然に体を動かせる仕組み ②心が満たされる、豊かにな

る仕組み ③サスティナブルを3本柱に掲げました。

また、性能比較表作成にも取り組みました。

＜ wellness interior 研究会 ＞

■簾レクチャー 井上スダレ株式会社 オンラインにて（6月16日）

■無垢床材レクチャー 株式会社マルホン ショールームにて （11月18日）

■グリーンセミナー「緑の効き目」PART1、PART2開催 ※キッチン研究会合同企画 （1月19日、3月17日）

マルホンショールーム 床材検討中 グリーンセミナーPART1

今年度は、月に1～2回のオンラインミーティングを中心に勉強会を開催し、生活者やICに向けて「今だから知りたい木

の良さ、使い方」をテーマにセミナーの準備をしてきました。実施までには至りませんでしたが、次年度、多方面 （東京

圏、関西圏を中心）での実施を予定しています。

東京都主催の「モクコレ（WOODコレクション）2022」に、今年もiconとして出展しました。新型コロナウィルス感染拡大の

ため、リアル展示が中止となり、オンライン開催のみになったことで、企画内容もモクコレホームページ用に急遽切り替

えました。ICの仕事を紹介する目的で「木を使った仕事の実例」を全会員に募集したところ、メンバー以外の会員、さら

に賛助会員からも応募があり、7名1社の仕事を紹介することができました。また、ゼネコン企業から商談申込があり、

今後に向けて継続予定です。（1月18日～2月15日）

＜ 木づかいクラブ ＞

木を使った仕事の実例 （モクコレホームページより引用）

詳しくは、
木づかいクラブFacebookへ
右のＱＲコードからご覧ください。
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2021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

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）その他のお世話になった企業・団体

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 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 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

株式会社イオニア 日本フィスバ株式会社

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 株式会社ニ―ディック

ノーマンジャパン株式会社 ヤマザキ嘉有限会社

桜屋工業株式会社 株式会社ディクラッセ

織物・紙壁紙工業会 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

アトムサポート株式会社 ミハマ通商株式会社

林物産株式会社 株式会社大塚家具 ラリックジャパン株式会社 コージーアンティーク 株式会社トヨウラ

ハンターダグラスジャパン株式会社 株式会社タニハラ有限会社モメンタムファクトリー 株式会社空造

カール・ハンセン＆サンジャパン株式会社 株式会社リッツウェル AKASE株式会社（アカセ木工）

株式会社土井 ルミナベッラ事業部 ルイスポールセンジャパン株式会社 有限会社インテリア情報企画

一般社団法人日本インテリア協会（NIF） 株式会社岡山マツダ 野田店 井上スダレ株式会社

パナソニック株式会社ライフソリューション社 株式会社WIS ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道

株式会社新宮商行 株式会社タニハタ スガツネ工業株式会社 DNP 大日本印刷株式会社

有限会社モメンタムファクトリー・Orii COLORWORKS 一般社団法人国際建材・設備産業協会（IBMF）

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（JELCO） 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 有限会社松原工業 公益社団法人国土緑化推進機構 株式会社クレド

株式会社マルホン 千葉県立松戸国際高等学校 株式会社槙田商店 公益社団法人福島県建築士会福島支部

女性委員会 株式会社ハーフェレ ジャパン 株式会社カラーワークス（ファローアンドボール）

大和市市民交流拠点ポラリス（やまとみらい株式会社小学館集英社プロダクション）

「本書の記載内容・写真等の無断転載・複写を禁じます」

（60社 入会順 2021年3月）
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