平成29年度事業報告
I 公益目的事業
（１）クラフトデザインの公募に関する募集、審査、受賞対象の発表、表彰に係る事業 （公益目的事業１）
担当理事：磯谷晴弘・菅野 靖・林 範親・松田光二・吉谷美世子
○第57回日本クラフト展

事業特任担当・岡本昌子

━クラフトNEXT━

会

期：平成30年1月6日(土)〜14日(日)

会

場：東京ミッドタウン・デザインハブ（東京都港区赤坂 9-7-1）

共

催：東京ミッドタウン・デザインハブ

11：00〜19：00（最終日は17：00まで）

主

催：公益社団法人日本クラフトデザイン協会

後

援：経済産業省･文化庁･公益財団法人日本デザイン振興会・毎日新聞社・NHK
工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会

展示内容：会員作品

一般･学生公募入選作品

会員リレー展示「自転車のある暮らし −Love 自転車−3rd」

作品点数：783点（会員150名、一般109名、学生28名、計287名）
入場者数： 9,346人（9日間）
入 場 料： 無料

併催事業
●受賞者インタビュー （於：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター）
日

時：平成30年1月6日（土） 14：00〜15：30

インタビュアー：秋元雄史、唐澤昌宏、須藤 玲子、磯谷晴弘 モデレーター：岡本昌子
●作品解説

会場内で、会員による素材別作品解説を実施（会期中 計6回）

●図録の発行（Ａ4版、カラー 85ページ、2,000部）

「第57回日本クラフト展」
は競輪の補助を受けて実施しました
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（２）クラフトデザインの啓発及び人材育成に関する事業 （公益目的事業２）

担当理事：諏訪薫・林 範親・吉谷美世子

○親子ふれあいワークショップ
夏期ワークショップ

「柿渋？ −柿渋染めでエコバッグを作ろう−」
日

会

時：平成29年8月7日（月） 10:30〜12:30

14:00〜16:00

場:3×3Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・JXビル1階）

講師（レクチャー）
：松井喜深子 (伊勢形紙
制作指導：JCDA会員

葛飾区伝統工芸士)

参加者数：27組（58名)
冬期ワークショップ

「けずって みがいて マイおはし」

日

会

時：平成30年1月13日（土） 10:30〜12:30

14:00〜16:00

場:インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー５Ｆ）

講師（レクチャー）
：丸山みき（薬膳ハーバリスト®・㈱バジル代表取締役 HAPPY YELLOW CAFE店長）

制作指導：JCDA会員

参加者数：35組（91名）
第57回日本クラフト展会場に於ける広報展示
平成30年1月6日(土)〜14日(日)

東京ミッドタウン・デザインハブ（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー５Ｆ）
「親子ふれあいワークショップ」
は競輪の補助を受けて実施しました

○テクニカルセミナー 「プロに教わる作品撮りのコツ」
日

時：平成30年1月10日（水）

講

師：大隅孝之（フリーランス写真家）

会

場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー５Ｆ）

10:30〜12:30
14:00〜16:00

ジュエリー・漆・ガラス・陶磁器
テキスタイル・木・竹・籐
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参加人数：16名

参加人数：17名

（３）全国の優秀なクラフトデザインを展示等によって人々の生活文化の向上に寄与する事業 （公益目的事業３）
担当理事：磯谷晴弘・菅野 靖・林範親・内藤広宣

○ 2017清州工芸ビエンナーレ グローバルパビリオン
会

期：平成29年9月13日(水)〜10月22日(日)

主

催：清州工芸ビエンナーレ組織委員会

会

事業特任担当：岡本昌子

出展

場：旧清州タバコ製造工場 （韓国忠清北道清州市上党区上党路 314 )

出展者数:正会員51名

一般 16名

グローバルパビリオン参加国：ドイツ、スイス、イギリス、
フィンランド、イタリア、シンガポール、モンゴル、
韓国、日本

※この事業は公益財団法人美術工芸振興佐藤基金の助成を受けて実施しました

○ 2017金屋町楽市 in さまのこ 「和ノ心」JCDA会員展
会

期：平成29年9月23日(土)、24日(日)

主

催：金屋町楽市実行委員会

会

場：黒谷家（富山県高岡市金屋町）

出展者数:正会員 20名

（４）クラフトデザインの冊子、インターネットを用いた情報発信によって、人々の生活文化の向上に
寄与する事業 （公益目的事業４）

○情報誌Craft Design vol. 24 , 25
A4

カラ−

16頁

担当理事：岡 英司、志賀英二

発行及び関係機関等への送付

○ウェブサイト・Facebookページによる情報発信
○メールマガジンによる情報発信

vol.74〜vol.78

（５）クラフトデザインの展示による情報発信によって、人々の生活文化の向上に寄与する事業
担当理事：岡 英司、志賀英二
（公益目的事業５）
○ 東京インターナショナル・ギフト・ショー LIFE × DESIGN 春2018
会
会

期：平成30年1月31日（水）〜2月3日（土）
場：東京ビックサイト（東１〜３ホール）

参加社数：正会員 5名、 理事推薦の外部団体 及び個人 9名
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JCDAデザイナーズ・ブース出展

II 収益事業等
（１）クラフトデザインに関する書籍等の販売 （収益事業１）
○日本クラフト展作品集及びその他の書籍等の販売を行った

（２）展示による会員内外の相互交流 （その他の事業１）
○クルン高岡B1ギャラリー

担当理事：磯谷晴弘・菅野 靖・内藤広宣・林 範親

JCDAスペース企画展示

・
「飾る」 平成29年4月5日（水）〜5月29日（月） 参加会員 11名
・
「Theクラフトマン」 平成29年5月31日（水）〜7月31日（月） 参加会員 7名
・
「文 - 具 - 」 平成29年8月2日（水）〜9月18日（月） 参加会員 10名
・
「ゆくとし くるとし」平成29年11月22日（水）〜平成30年1月22日（月）参加会員 9名
会場：クルン高岡B1ギャラリー（富山県高岡市 6-1 クルン高岡B1 ）

○チャリティーマーケット

会場：平成30年１月７日（日）〜９日（火）
会場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウンタワー５Ｆ）
第57回日本クラフト展 併催イベントとして開催
出展者数：正会員43名

売上の一部 307,813円を毎日希望奨学金に寄付

担当理事：菅野 靖・ 釆睪真澄

（３）会員相互の交流事業 （その他の事業２）
○総会後懇親会

・第５回定時総会後 懇親会 平成29年6月10日（土） 会場：長岡市 たこの壺

○研修会「新しいとびらを開く ものづくりのまち−燕三条」
・実施日：平成29年6月10日（土）

場所：新潟県 燕・三条 地域

参加人数 21名

参加人数 22名

○東京国立近代美術館工芸館研究会

収蔵作品を美術館内で借用し、作品や歴史等に関するレクチャー及びディスカッションを行った

・第３回（硝子）平成29年12月16日（土）16:00 〜 17:30 参加人数 11名
・第４回（染織）平成30年3月4日（日）14:00 〜 16:00 参加人数 17名

（４）国内外関連団体との連絡及び協調 （その他の事業３）
担当理事：磯谷晴弘・諏訪薫・松田光二・吉谷美世子
○ドイツ「Talente 2018」の参加
応募者の選定及び応募手続きの代行と書類作成のサポート
推薦応募者 5名のうち 2名入選（小泉奈津美・光井威善）
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○日本デザイン団体協議会（D-8）会議への参加
デザイン各分野の社団法人8団体による連絡会で、デザインの共通する課題について継続的に取り組んで
いる
・ジャパン・デザイン・ミュージアム設立研究委員会：
「Ｄ-８」
として対外的に発表できるコンテンツ作りを進
めている
・デザイン保護研究会：デザイナーの権利保護を目的に「契約・報酬ガイドライン」の検討、
「Ｄ-8創作証」の
運用を行っている
・広報委員会：D-8webサイトを運営、経済産業省がデザイナーと中小企業のビジネスマッチングを目的に
制作したJAPAN DESIGNERSの運営を行っている

平成29年4月13日

デザイン保護研究会

平成29年4月26日

ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

平成29年4月20日

広報委員会

平成29年6月26日

ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会（分科会）

平成29年7月19日

ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

平成29年8月1日

運営会議

平成29年9月20日

ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

欠席
西川

西川
諏訪、松田、吉谷、西川

諏訪、松田、吉谷、西川

諏訪、西川

平成29年10月12日 デザイン保護研究会

諏訪、吉谷、西川

諏訪、西川

平成29年10月25日 ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

諏訪、松田、西川

平成29年11月21日 ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

諏訪、松田、吉谷、西川

平成29年12月6日

デザイン保護研究会

吉谷、西川

平成29年 12月19日 ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会
平成30年 1月30日

運営会議

平成30年 2月14日

ジャパン デザイン ミュージアム設立研究委員会

平成30年 2月21日

デザイン保護研究会

諏訪、西川

岡、西川
諏訪、吉谷
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諏訪、松田、吉谷

○国内外関連諸団体の事業への後援・協賛・協力
《事業名》

《開催日》

《申請者》

平成29年5月25日〜6月3日 World Interiors Week 2017 in Japan

後援

公益社団法人日本インテリアデザイナー協会

後援

メサゴ・メッセフランクフルト
（株）

LIFE × DESIGN

協賛

株式会社 ビジネスガイド社

平成29年9月6日〜8日

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017

協賛

株式会社 ビジネスガイド社

平成29年9月22日〜26日

工芸都市高岡2017クラフトコンペティション

後援

工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会

平成29年9月23日〜24日

金屋町楽市 in さまのこ

協力

金屋町楽市実行委員会

平成29年10月13日〜25日

国際漆展・石川 2017

後援

国際漆展・石川開催委員会

平成29年10月7日〜14日

第51回日本七宝作家協会展

後援

公益社団法人 日本七宝作家協会

後援

多摩美術大学校友会 福岡支部 佐賀支部

平成29年6月14日〜16日

インテリア ライフスタイル 2017

平成29年8月30日〜9月2日

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017

平成29年10月24日〜11月5日 多摩美が生んだ佐賀の三陶人展
平成29年11月7日〜8日

第19回「福岡デザインアワード」

後援

福岡県産業デザイン協議会

平成29年4月1日

第２回 CERAMIC LIFE DESIGN AWARD 2018

後援

CERAMIC LIFE DESIGN AWARD
開催委員会

〜平成31年3月31日
平成29年11月20日〜22日

IFFT / インテリア ライフスタイル リビング

後援

メサゴ・メッセフランクフルト
（株）
一般社団法人日本家具産業振興会

ASPaC Awards 2017

平成29年12月3日〜10日

後援

公益社団法人日本パッケージデザイン協会
一般社団法人アスパック協会

平成29年12月12日〜19日

Next Eco Design 展 2017 : TOKYO STYLE

後援

公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会

平成29年12月14日〜24日

光と音のシンフォニー ライティング・オブジェ 2017

協力

ライティング・オブジェ制作委員会

LIFE × DESIGN

協賛

株式会社 ビジネスガイド社

平成30年2月7日〜9日

第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2018

協賛

株式会社 ビジネスガイド社

平成30年2月4日〜12日

テーブルウェア・フェスティバル 2018

協力

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会

平成30年2月15日

The Day Beyound the KU/KAN Design

後援

空間デザイン機構

平成30年6月16日〜21日

第30回公募2018日本ジュエリー展

後援

公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会

平成30年6月27日〜7月10日

第11回国際絞り会議 in Japan

後援

第11回国際絞り会議

平成30年1月31日〜2月3日 第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2018

〇その他対外事項
平成29年 5月 27 日

「World Interiors Day ＆ World Interiors Week 2017」祝賀会

平成29年 5月 30 日

公社）
日本ジュエリーデザイナー協会 第6回定時総会後懇親会

平成29年 8月 30 日

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2017 LIFE×DESIGN 開会式

平成29年 9月 6 日

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2017 開会式

平成29年 10月7日

第51回日本七宝作家協会展

平成29年 10月13日

国際漆展・石川 2017 開会式 表彰式 レセプション

平成30年 1月 31 日

第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2018 LIFE×DESIGN 開会式

平成30年 2月 2 日

伊藤隆道 資生堂ウィンドウアートの軌跡

平成30年 2月 4 日

テーブルウェア・フェスティバル2018

平成30年 2月 7日

第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2018 開会式

平成30年 2月 15日

The Day Beyound the KU/KAN Design シンポジウム

平成30年 2月 28日

香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部 香港貿易発展局 共催 春節レセプション

懇親会

-６-

レセプション

開会式 内覧会

II 管理等

総務・財務担当理事：岡 英司・諏訪 薫

○諸規定の整備

○予算書の原案作成

内部規程の見直しと整備

○決算書の作成及び財務全般の管理
○JCDA通信（会員向）の発行

vol. 38 〜 vol. 41

○会員の福利厚生の充実（文芸美術国民健康保険・PL保険・各種保険の紹介及び加入促進）

〇会議開催状況
（1）総会

□第5回定時総会

日時：平成29年6月10日（土）13:30〜16:30

場所：燕三条地場産業振興センター 中会議室

正会員数：209名（休会2名含） 議決権数207個
出席会員数157名（本人出席：22名

書面表決：96名

代理委任：39名）

第1号議案

平成28年度事業報告の件

第3号議案

平成29・30年度 理事及び監事 選任の件

第2号議案
第4号議案

平成28年度決算報告承認の件

平成29年度事業計画の件（報告）

平成29年度収支予算の件（報告）

（2）理事会
□第1回定例理事会

平成29年5月2日
（火）
ニューステートメナー913号室 13：30〜15：00

（出席：理事7名 監事2名 欠席：理事5名 ）
・平成28年度事業報告・決算報告について
（承認事項）
・平成29年度修正予算について
（承認事項）
・平成29年度
（公財）
JKA補助金交付誓約について

□第1回臨時理事会

平成29年6月10日
（土）燕三条地場産業振興センター 中会議室

17:00〜18:00
（出席：理事9名 監事2名

欠席：理事1名）

・平成29・30年度 理事長・副理事長選任について
・平成29年度担当理事について

□第2回臨時理事会

平成29年11月3日
（金）
ヤマトロジスティクス（株）会議室 18：30〜20：30

（出席：理事9名 監事2名

欠席：理事1名 ）

・平成30年度 事業計画について
（協議事項）
・平成29年度 事業について
（進捗状況の報告及び審議）

□第2回定例理事会

平成30年3月3日
（土）
JCDA事務局 14:00〜19:00

（出席：理事8名 監事2名

欠席：理事2名 ）

・平成30年度事業計画・予算について
（承認事項）
・平成29年度
（公財）
JKA補助事業 事業評価について

-７-

