
第１日目：４日（金）
東京からは恒例のチャーターバスを用意することができた。人数的にある程度の数がまとまらな
いと、難しいが、吉野隆雄会計顧問と藤村氏の参加で、今回も無事にその数の乗車希望者に恵ま
れた。新宿西口工学院大学の前で集合し、首都高速 4 号線から中央自動車道を経てエプソン
ウォッチのある塩尻まで、バスは定刻通りに発車した。添乗員はいつもの倉方。車内は違う大学
の学生同士や、それに混ざって正会員や一般の方が初対面で交流するにはとても良い場所だと思
える。アルコールは無いが、笑いが絶えないちょっとした宴席のような雰囲気だ。途中、休憩を
挟んで、エプソンウォッチ着。
ここで、別行動の理事長、正会員森下眞行氏引率の岡山県立大学の学生、一般参加の沓沢ご夫妻
（+愛犬ミラ）と東京集合よりも塩尻合流が便利な学生、それぞれみなさんと合流。
会議室では、エプソンウォッチのデザイン開発への取り組み方の様子をプレゼンテーションして
いただき、質疑応答。プロトタイプなどを拝見させていただいた後、グループに分かれて工場見
学を開始した。展示場では、服部時計店の歴史から始まり、電波時計やクオーツ時計の開発秘話、
そして進化の歩みなどをご説明いただき、いよいよ工場内の見学へと進む。撮影禁止などの所は
あるものの、匠の技をこの目で直に拝見する事ができた。ひとつ数百万円以上するような製品は、
ほとんどが手作りであり、工場に原材料が入荷してから部品作りを経て組立て製品化するまでを
この中で行っている。デリケートな部品の構成は、人間の持つ五感と精密機器の技で命を吹き込
まれて、時計へと変身してゆく。見学終了後、アテンドしてくださったエプソンウォッチの方々に

お礼を言い、記念撮影。バスと乗用車二台は、塩尻 ICから一路信州新町へと向かった。
長野自動車道豊科 IC から国道 19 号線に入り、犀川沿いに北上をする。目指すのは宿泊先の町立
信州新町犀川交流センター（以下交流センター）。そこはかつての犀峡小学校で、一部を改良して
宿泊施設として運用している。現在ミュージアム委員会の収蔵品を一部教室のままの場所をお借
りして、保管している。近くには「さぎり荘」などの宿泊施設もあるが、そこでは大浴場を利用
させていただくことにして、寝泊まりはある程度の広さの部屋で雑魚寝気分が交流を深める上で
良いと言うことで、毎回この交流センターを利用している。

到着後、各自部屋割りに従って荷物を開き、入浴の準備。交流センターにフロの設備はもちろん
あるが、せっかく来たからには大きなお風呂に入りたい。そんな大浴場希望者も多く「さぎり荘」
をお借りした。学生達が入浴中、一般参加の沓沢夫妻は許可を得て校庭にテントを張る。留守番
にできなかった愛犬を宿舎内に泊めることができないためだ。しかし、ご本人たちはとても手慣
れた様子で、てきぱきと仕事をこなしていた。
入浴後一行は沓沢夫妻のミラに出迎えられながら、食堂で夕食。滞在中の食事は、昔からお力添
えいただいている、地元の竹内民雄・百合子ご夫妻をはじめ地域再生グループの方々にお願いし
た。地産地消になっとくできる地元で採れた食材を、地元でできた調味料などで調理し、地元の
味付けで振る舞っていただける。今朝初めて会った学生同士が、それぞれにテーブルで談笑しな
がら箸を進めている。そんな学生の一人がその日誕生日だった。さっそく、全員でサプライズ。
本人の笑顔が宴に花を添えていた。とても楽しく嬉しいひとときだと感じながら、早くも消灯時間。

第２日目：５日（土）
８時までに朝食を済ませた一行は、「化石博物館ツアー」、「レザークラフト」、「俳句でデザイン」、
「あかりを創る」、「ミュージアムカフェ２」とそれぞれのワークショップへと５グループに別れ移
動した。リピータも居ることから、毎回同じモノの繰り返しという訳にはいかず、今回は人気の
高い「レザー」と「あかり」以外を新設した。講師陣として「化石」は信州新町美術館・化石博
物館（以下博物館）の学芸員成田健氏に、「レザー」は地元作家の山口富士子氏、「俳句」には、
東日本 B「でざきっずプロジェクト」の村田桂太、福田一郎両正会員、「あかり」は DM 委員長上
田幸和理事、「カフェ２」に DM 委員橋本優子理事に依頼した。冒頭にも書いたが、今年は終日
ワークショップへ時間が当てられることから、内容の濃いものが期待できた。
「化石」は博物館見学とレクチャーの後、実際に採石できる様に長靴にハンマーという出で立ちで
現場に出向いた。泥まみれになりながら実際に掘り起こして出てくる化石に、参加者から未体験
の驚きと喜びを感じ取れた。

開催日：2009年 9月 4日～6日　 開催地：長野県信州新町他
主　催：デザインミュージアム委員会
協　力：セイコーエプソン株式会社　 協　賛：長野県信州新町

「レザー」は山口氏の工房へお邪魔して作業をおこなった。同じ材料に独自の施しをし、初めての
人にはやや扱いにくい素材を、根気よく丁寧に仕上げてゆく。それぞれの思いが形になって行く
楽しさを体験できたようだ。
「俳句」は信州新町の町並みを散策し、「事」を 17 文字で詠んで「物」を創造させると言うもの。
私はこれに参加したが、なかなか難しく奥が深い。講師両名も初めての試みとは言うが、なかな
か面白いアイデアだと感心した。これに参加した学生リピータの松本智子さんは、「余分なものを
そぎ落とし、伝えたい事を何度も吟味して俳句にしていく行為は、まるで言葉のデザインをして
いるようで、とても新鮮な体験をすることができました。」と語っていた。

「あかり」は人気のあるワークショップのひとつで、「灯具」のデザインではなく、「光」のデザイン
をする。色々な素材を組み合わせ加工し、ひかり方の演出を作り出す。平凡な日常的素材でも光を通
すことで様々な表情に変わる様子が、とても興味深い。

「カフェ２」では、あえて「２」をタイトルに付加した。前回が時間的にレクチャーと懇談しかおこ
なえなかったものを、今回は橋本理事が宇都宮美術館の学芸員ということもあり、それ以上の事を期
待した。学芸的な視点での収蔵品の取り扱いや分析は、単に興味有るモノというレベルを超えて、
学術的にモノを見ると言うことが、いかに大切かを学べた様だ。

たっぷりと終日時間を使えたワークショップは、濃い内容がそれぞれ満足行く結果で終了し、
一行は交流センターへ戻り、手洗い洗面をすませ「ウェルカムパーティー」の手伝いに入った。
会場は朝夕食事をしている食堂。竹内ご夫妻が地元の方々に応援を依頼して、手際よく準備が進
む。50 名近い人数の宴の支度は準備と手際がとても重要だ。盛られた食材を学生達が指示通りに
配膳してゆく。
そのさなか、プログラムには無い飛び入りのイベントが知らされた。新町出身の CD デビューし
たシンガーソングライターが私たちの為にライブを催してくれるという。会場に充てられたのは、
音楽室。男女のデュオで、父がギターで娘がシンガー。二曲披露してくださり、拍手に応えてア
ンコールの一曲。実はこのお二人、ワークショップ「レザークラフト」の山口氏のご主人利一さ
んと娘の舞さん。寺島幸一新町副町長や瀧澤一彦同教育委員会次長も応援に駆けつけていただき、
CD プレゼントなどもある草の根的心温まるライブだった。その模様は町職員の関口良人氏がカメ
ラに納めていた。

ゲストも交えて堅苦しいご挨拶は短めに、木村一男監事の乾杯でパーティーが始まる。初対面の
人、昨日知り合った人、旧知の人、それぞれ混ざり合ってテーブルに着く。私も初対面の岡山の
学生諸君と楽しい時間を過ごせた。今年は女子大の参加があったので、女子が特に多い。準備の
お手伝いをしてくださった地元青年の方々が、「こんなにたくさん、若い女の子を新町で見たこと
がない。」と、本気とも冗談ともつかない事を言っていたのが、印象に残る。

第３日目：６日（日）
朝食をゆっくりととり部屋の清掃などを済ませ、一行は町立信州新町美術館へ。午前中は、見学
していない参加者の為に美術館と博物館見学。その他の者は、JIDA デザインミュージアム１号館
（ミュゼ蔵２階）や周辺散策。ここで、森下先生引率の岡山グループとお別れをし、残りのグルー
プは道の駅「地場産センター」へ移動し昼食。
私はいつものように、もりそばとおやき。昼食後、土産物を物色する中、一部の学生達がインフ
ルエンザなどで参加できなかった友達の為に土産を購入するという。こうした光景は、普段なか
なか見ることができない一面。私もいくばくか気持ちを添えたくなった。
この場で、エプソンで合流した沓沢夫妻と学生一人とお別れをし、東京行きバスは帰路へ着いた。
帰り道は混雑状況なども考え、関越自動車道経由にした。しかし、休日 1000 円高速の影響もあ
り、東京へ近づくにつれ、渋滞が始まる。その車中、疲れて眠る者も居る中で学生達のお兄さん
的存在になった藤村氏を囲んで彼らがデザインについて語り合っている。二泊という時間が彼ら
の距離を縮めて居ることに間違いは無いようだ。どうやら後日彼の帰国中に、デザインツアーを
催すことを計画しているらしい。

やがてバスは新宿西口へ予定時間通りに到着。ドライバーへお礼をして、帰宅するまで気をつけ
るようにと確認し全員と解散した。途中お別れした方々とも解散を確認しあい、無事に催事終了。

参加者並びにご支援ご協力下さった方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

後日談
リピータとして参加してくれた東京造形大学三年生の松本智子さんから、感想が寄せられた。
「私は 2007 年と 2009 年の 2回に参加しましたが、ＪＩＤＡフェスでの一番の魅力は、学生から
社会人までさまざまな人と出会える事です。普段と違った土地で、違った人達と、違った価値観
やデザイン感を話し合ったり、共有することは非常に勉強になりますし、何より楽しいです。こ
の時に出会った人達とは、現在でも親交を深めています。出会いの場、学びの場、そして遊びの
場として、ＪＩＤＡフェスではとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。」
（原文）
また学生の話によると、NY 在住の藤村氏の所へ年末にツアーを組んで出かける計画をしているよ
うだ。さらに、今回の参加者へ 11 月 22 日に東京で催された、竹内民雄氏による「蕎麦打ち体
験」のご案内が氏より届き、私と共に 7名が参加して来た。
JIDAの枠組みを超えた交流が進展している事を肌で感じる。

エプソンウォッチ見学での記念撮影

「化石博物館ツアー」 採掘現場作業風景

「ミュージアムカフェ２」 課題モティーフ

「あかりを創る」 作業風景

「俳句でデザイン」 発表風景

音楽室でのライブ風景山口利一さんと舞さん
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学術的にモノを見ると言うことが、いかに大切かを学べた様だ。

たっぷりと終日時間を使えたワークショップは、濃い内容がそれぞれ満足行く結果で終了し、
一行は交流センターへ戻り、手洗い洗面をすませ「ウェルカムパーティー」の手伝いに入った。
会場は朝夕食事をしている食堂。竹内ご夫妻が地元の方々に応援を依頼して、手際よく準備が進
む。50 名近い人数の宴の支度は準備と手際がとても重要だ。盛られた食材を学生達が指示通りに
配膳してゆく。
そのさなか、プログラムには無い飛び入りのイベントが知らされた。新町出身の CD デビューし
たシンガーソングライターが私たちの為にライブを催してくれるという。会場に充てられたのは、
音楽室。男女のデュオで、父がギターで娘がシンガー。二曲披露してくださり、拍手に応えてア
ンコールの一曲。実はこのお二人、ワークショップ「レザークラフト」の山口氏のご主人利一さ
んと娘の舞さん。寺島幸一新町副町長や瀧澤一彦同教育委員会次長も応援に駆けつけていただき、
CD プレゼントなどもある草の根的心温まるライブだった。その模様は町職員の関口良人氏がカメ
ラに納めていた。

ゲストも交えて堅苦しいご挨拶は短めに、木村一男監事の乾杯でパーティーが始まる。初対面の
人、昨日知り合った人、旧知の人、それぞれ混ざり合ってテーブルに着く。私も初対面の岡山の
学生諸君と楽しい時間を過ごせた。今年は女子大の参加があったので、女子が特に多い。準備の
お手伝いをしてくださった地元青年の方々が、「こんなにたくさん、若い女の子を新町で見たこと
がない。」と、本気とも冗談ともつかない事を言っていたのが、印象に残る。

第３日目：６日（日）
朝食をゆっくりととり部屋の清掃などを済ませ、一行は町立信州新町美術館へ。午前中は、見学
していない参加者の為に美術館と博物館見学。その他の者は、JIDA デザインミュージアム１号館
（ミュゼ蔵２階）や周辺散策。ここで、森下先生引率の岡山グループとお別れをし、残りのグルー
プは道の駅「地場産センター」へ移動し昼食。
私はいつものように、もりそばとおやき。昼食後、土産物を物色する中、一部の学生達がインフ
ルエンザなどで参加できなかった友達の為に土産を購入するという。こうした光景は、普段なか
なか見ることができない一面。私もいくばくか気持ちを添えたくなった。
この場で、エプソンで合流した沓沢夫妻と学生一人とお別れをし、東京行きバスは帰路へ着いた。
帰り道は混雑状況なども考え、関越自動車道経由にした。しかし、休日 1000 円高速の影響もあ
り、東京へ近づくにつれ、渋滞が始まる。その車中、疲れて眠る者も居る中で学生達のお兄さん
的存在になった藤村氏を囲んで彼らがデザインについて語り合っている。二泊という時間が彼ら
の距離を縮めて居ることに間違いは無いようだ。どうやら後日彼の帰国中に、デザインツアーを
催すことを計画しているらしい。

やがてバスは新宿西口へ予定時間通りに到着。ドライバーへお礼をして、帰宅するまで気をつけ
るようにと確認し全員と解散した。途中お別れした方々とも解散を確認しあい、無事に催事終了。

参加者並びにご支援ご協力下さった方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

後日談
リピータとして参加してくれた東京造形大学三年生の松本智子さんから、感想が寄せられた。
「私は2007 年と 2009 年の 2回に参加しましたが、ＪＩＤＡフェスでの一番の魅力は、学生から
社会人までさまざまな人と出会える事です。普段と違った土地で、違った人達と、違った価値観
やデザイン感を話し合ったり、共有することは非常に勉強になりますし、何より楽しいです。こ
の時に出会った人達とは、現在でも親交を深めています。出会いの場、学びの場、そして遊びの
場として、ＪＩＤＡフェスではとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。」
（原文）
また学生の話によると、NY 在住の藤村氏の所へ年末にツアーを組んで出かける計画をしているよ
うだ。さらに、今回の参加者へ 11 月 22 日に東京で催された、竹内民雄氏による「蕎麦打ち体
験」のご案内が氏より届き、私と共に7名が参加して来た。
JIDAの枠組みを超えた交流が進展している事を肌で感じる。

エプソンウォッチ見学での記念撮影

「化石博物館ツアー」 採掘現場作業風景

「ミュージアムカフェ２」 課題モティーフ

「あかりを創る」 作業風景

「俳句でデザイン」 発表風景

音楽室でのライブ風景山口利一さんと舞さん



第１日目：４日（金）
東京からは恒例のチャーターバスを用意することができた。人数的にある程度の数がまとまらな
いと、難しいが、吉野隆雄会計顧問と藤村氏の参加で、今回も無事にその数の乗車希望者に恵ま
れた。新宿西口工学院大学の前で集合し、首都高速 4 号線から中央自動車道を経てエプソン
ウォッチのある塩尻まで、バスは定刻通りに発車した。添乗員はいつもの倉方。車内は違う大学
の学生同士や、それに混ざって正会員や一般の方が初対面で交流するにはとても良い場所だと思
える。アルコールは無いが、笑いが絶えないちょっとした宴席のような雰囲気だ。途中、休憩を
挟んで、エプソンウォッチ着。
ここで、別行動の理事長、正会員森下眞行氏引率の岡山県立大学の学生、一般参加の沓沢ご夫妻
（+愛犬ミラ）と東京集合よりも塩尻合流が便利な学生、それぞれみなさんと合流。
会議室では、エプソンウォッチのデザイン開発への取り組み方の様子をプレゼンテーションして
いただき、質疑応答。プロトタイプなどを拝見させていただいた後、グループに分かれて工場見
学を開始した。展示場では、服部時計店の歴史から始まり、電波時計やクオーツ時計の開発秘話、
そして進化の歩みなどをご説明いただき、いよいよ工場内の見学へと進む。撮影禁止などの所は
あるものの、匠の技をこの目で直に拝見する事ができた。ひとつ数百万円以上するような製品は、
ほとんどが手作りであり、工場に原材料が入荷してから部品作りを経て組立て製品化するまでを
この中で行っている。デリケートな部品の構成は、人間の持つ五感と精密機器の技で命を吹き込
まれて、時計へと変身してゆく。見学終了後、アテンドしてくださったエプソンウォッチの方々に

お礼を言い、記念撮影。バスと乗用車二台は、塩尻 IC から一路信州新町へと向かった。
長野自動車道豊科 IC から国道 19 号線に入り、犀川沿いに北上をする。目指すのは宿泊先の町立
信州新町犀川交流センター（以下交流センター）。そこはかつての犀峡小学校で、一部を改良して
宿泊施設として運用している。現在ミュージアム委員会の収蔵品を一部教室のままの場所をお借
りして、保管している。近くには「さぎり荘」などの宿泊施設もあるが、そこでは大浴場を利用
させていただくことにして、寝泊まりはある程度の広さの部屋で雑魚寝気分が交流を深める上で
良いと言うことで、毎回この交流センターを利用している。

到着後、各自部屋割りに従って荷物を開き、入浴の準備。交流センターにフロの設備はもちろん
あるが、せっかく来たからには大きなお風呂に入りたい。そんな大浴場希望者も多く「さぎり荘」
をお借りした。学生達が入浴中、一般参加の沓沢夫妻は許可を得て校庭にテントを張る。留守番
にできなかった愛犬を宿舎内に泊めることができないためだ。しかし、ご本人たちはとても手慣
れた様子で、てきぱきと仕事をこなしていた。
入浴後一行は沓沢夫妻のミラに出迎えられながら、食堂で夕食。滞在中の食事は、昔からお力添
えいただいている、地元の竹内民雄・百合子ご夫妻をはじめ地域再生グループの方々にお願いし
た。地産地消になっとくできる地元で採れた食材を、地元でできた調味料などで調理し、地元の
味付けで振る舞っていただける。今朝初めて会った学生同士が、それぞれにテーブルで談笑しな
がら箸を進めている。そんな学生の一人がその日誕生日だった。さっそく、全員でサプライズ。
本人の笑顔が宴に花を添えていた。とても楽しく嬉しいひとときだと感じながら、早くも消灯時間。

第２日目：５日（土）
８時までに朝食を済ませた一行は、「化石博物館ツアー」、「レザークラフト」、「俳句でデザイン」、
「あかりを創る」、「ミュージアムカフェ２」とそれぞれのワークショップへと５グループに別れ移
動した。リピータも居ることから、毎回同じモノの繰り返しという訳にはいかず、今回は人気の
高い「レザー」と「あかり」以外を新設した。講師陣として「化石」は信州新町美術館・化石博
物館（以下博物館）の学芸員成田健氏に、「レザー」は地元作家の山口富士子氏、「俳句」には、
東日本 B「でざきっずプロジェクト」の村田桂太、福田一郎両正会員、「あかり」は DM 委員長上
田幸和理事、「カフェ２」に DM 委員橋本優子理事に依頼した。冒頭にも書いたが、今年は終日
ワークショップへ時間が当てられることから、内容の濃いものが期待できた。
「化石」は博物館見学とレクチャーの後、実際に採石できる様に長靴にハンマーという出で立ちで
現場に出向いた。泥まみれになりながら実際に掘り起こして出てくる化石に、参加者から未体験
の驚きと喜びを感じ取れた。

開催日：2009年 9月 4日～6日　 開催地：長野県信州新町他
主　催：デザインミュージアム委員会
協　力：セイコーエプソン株式会社　 協　賛：長野県信州新町

「レザー」は山口氏の工房へお邪魔して作業をおこなった。同じ材料に独自の施しをし、初めての
人にはやや扱いにくい素材を、根気よく丁寧に仕上げてゆく。それぞれの思いが形になって行く
楽しさを体験できたようだ。
「俳句」は信州新町の町並みを散策し、「事」を 17 文字で詠んで「物」を創造させると言うもの。
私はこれに参加したが、なかなか難しく奥が深い。講師両名も初めての試みとは言うが、なかな
か面白いアイデアだと感心した。これに参加した学生リピータの松本智子さんは、「余分なものを
そぎ落とし、伝えたい事を何度も吟味して俳句にしていく行為は、まるで言葉のデザインをして
いるようで、とても新鮮な体験をすることができました。」と語っていた。

「あかり」は人気のあるワークショップのひとつで、「灯具」のデザインではなく、「光」のデザイン
をする。色々な素材を組み合わせ加工し、ひかり方の演出を作り出す。平凡な日常的素材でも光を通
すことで様々な表情に変わる様子が、とても興味深い。

「カフェ２」では、あえて「２」をタイトルに付加した。前回が時間的にレクチャーと懇談しかおこ
なえなかったものを、今回は橋本理事が宇都宮美術館の学芸員ということもあり、それ以上の事を期
待した。学芸的な視点での収蔵品の取り扱いや分析は、単に興味有るモノというレベルを超えて、
学術的にモノを見ると言うことが、いかに大切かを学べた様だ。

たっぷりと終日時間を使えたワークショップは、濃い内容がそれぞれ満足行く結果で終了し、
一行は交流センターへ戻り、手洗い洗面をすませ「ウェルカムパーティー」の手伝いに入った。
会場は朝夕食事をしている食堂。竹内ご夫妻が地元の方々に応援を依頼して、手際よく準備が進
む。50 名近い人数の宴の支度は準備と手際がとても重要だ。盛られた食材を学生達が指示通りに
配膳してゆく。
そのさなか、プログラムには無い飛び入りのイベントが知らされた。新町出身の CD デビューし
たシンガーソングライターが私たちの為にライブを催してくれるという。会場に充てられたのは、
音楽室。男女のデュオで、父がギターで娘がシンガー。二曲披露してくださり、拍手に応えてア
ンコールの一曲。実はこのお二人、ワークショップ「レザークラフト」の山口氏のご主人利一さ
んと娘の舞さん。寺島幸一新町副町長や瀧澤一彦同教育委員会次長も応援に駆けつけていただき、
CD プレゼントなどもある草の根的心温まるライブだった。その模様は町職員の関口良人氏がカメ
ラに納めていた。

ゲストも交えて堅苦しいご挨拶は短めに、木村一男監事の乾杯でパーティーが始まる。初対面の
人、昨日知り合った人、旧知の人、それぞれ混ざり合ってテーブルに着く。私も初対面の岡山の
学生諸君と楽しい時間を過ごせた。今年は女子大の参加があったので、女子が特に多い。準備の
お手伝いをしてくださった地元青年の方々が、「こんなにたくさん、若い女の子を新町で見たこと
がない。」と、本気とも冗談ともつかない事を言っていたのが、印象に残る。

第３日目：６日（日）
朝食をゆっくりととり部屋の清掃などを済ませ、一行は町立信州新町美術館へ。午前中は、見学
していない参加者の為に美術館と博物館見学。その他の者は、JIDA デザインミュージアム１号館
（ミュゼ蔵２階）や周辺散策。ここで、森下先生引率の岡山グループとお別れをし、残りのグルー
プは道の駅「地場産センター」へ移動し昼食。
私はいつものように、もりそばとおやき。昼食後、土産物を物色する中、一部の学生達がインフ
ルエンザなどで参加できなかった友達の為に土産を購入するという。こうした光景は、普段なか
なか見ることができない一面。私もいくばくか気持ちを添えたくなった。
この場で、エプソンで合流した沓沢夫妻と学生一人とお別れをし、東京行きバスは帰路へ着いた。
帰り道は混雑状況なども考え、関越自動車道経由にした。しかし、休日 1000 円高速の影響もあ
り、東京へ近づくにつれ、渋滞が始まる。その車中、疲れて眠る者も居る中で学生達のお兄さん
的存在になった藤村氏を囲んで彼らがデザインについて語り合っている。二泊という時間が彼ら
の距離を縮めて居ることに間違いは無いようだ。どうやら後日彼の帰国中に、デザインツアーを
催すことを計画しているらしい。

やがてバスは新宿西口へ予定時間通りに到着。ドライバーへお礼をして、帰宅するまで気をつけ
るようにと確認し全員と解散した。途中お別れした方々とも解散を確認しあい、無事に催事終了。

参加者並びにご支援ご協力下さった方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

後日談
リピータとして参加してくれた東京造形大学三年生の松本智子さんから、感想が寄せられた。
「私は 2007 年と 2009 年の 2回に参加しましたが、ＪＩＤＡフェスでの一番の魅力は、学生から
社会人までさまざまな人と出会える事です。普段と違った土地で、違った人達と、違った価値観
やデザイン感を話し合ったり、共有することは非常に勉強になりますし、何より楽しいです。こ
の時に出会った人達とは、現在でも親交を深めています。出会いの場、学びの場、そして遊びの
場として、ＪＩＤＡフェスではとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。」
（原文）
また学生の話によると、NY 在住の藤村氏の所へ年末にツアーを組んで出かける計画をしているよ
うだ。さらに、今回の参加者へ 11 月 22 日に東京で催された、竹内民雄氏による「蕎麦打ち体
験」のご案内が氏より届き、私と共に 7名が参加して来た。
JIDAの枠組みを超えた交流が進展している事を肌で感じる。

エプソンウォッチ見学での記念撮影

「化石博物館ツアー」 採掘現場作業風景

作品「レザークラフト」参加者記念撮影

「ミュージアムカフェ２」 課題モティーフ

「あかりを創る」 作業風景

「俳句でデザイン」 発表風景

音楽室でのライブ風景山口利一さんと舞さん



第１日目：４日（金）
東京からは恒例のチャーターバスを用意することができた。人数的にある程度の数がまとまらな
いと、難しいが、吉野隆雄会計顧問と藤村氏の参加で、今回も無事にその数の乗車希望者に恵ま
れた。新宿西口工学院大学の前で集合し、首都高速 4 号線から中央自動車道を経てエプソン
ウォッチのある塩尻まで、バスは定刻通りに発車した。添乗員はいつもの倉方。車内は違う大学
の学生同士や、それに混ざって正会員や一般の方が初対面で交流するにはとても良い場所だと思
える。アルコールは無いが、笑いが絶えないちょっとした宴席のような雰囲気だ。途中、休憩を
挟んで、エプソンウォッチ着。
ここで、別行動の理事長、正会員森下眞行氏引率の岡山県立大学の学生、一般参加の沓沢ご夫妻
（+愛犬ミラ）と東京集合よりも塩尻合流が便利な学生、それぞれみなさんと合流。
会議室では、エプソンウォッチのデザイン開発への取り組み方の様子をプレゼンテーションして
いただき、質疑応答。プロトタイプなどを拝見させていただいた後、グループに分かれて工場見
学を開始した。展示場では、服部時計店の歴史から始まり、電波時計やクオーツ時計の開発秘話、
そして進化の歩みなどをご説明いただき、いよいよ工場内の見学へと進む。撮影禁止などの所は
あるものの、匠の技をこの目で直に拝見する事ができた。ひとつ数百万円以上するような製品は、
ほとんどが手作りであり、工場に原材料が入荷してから部品作りを経て組立て製品化するまでを
この中で行っている。デリケートな部品の構成は、人間の持つ五感と精密機器の技で命を吹き込
まれて、時計へと変身してゆく。見学終了後、アテンドしてくださったエプソンウォッチの方々に

お礼を言い、記念撮影。バスと乗用車二台は、塩尻 IC から一路信州新町へと向かった。
長野自動車道豊科 IC から国道 19 号線に入り、犀川沿いに北上をする。目指すのは宿泊先の町立
信州新町犀川交流センター（以下交流センター）。そこはかつての犀峡小学校で、一部を改良して
宿泊施設として運用している。現在ミュージアム委員会の収蔵品を一部教室のままの場所をお借
りして、保管している。近くには「さぎり荘」などの宿泊施設もあるが、そこでは大浴場を利用
させていただくことにして、寝泊まりはある程度の広さの部屋で雑魚寝気分が交流を深める上で
良いと言うことで、毎回この交流センターを利用している。

到着後、各自部屋割りに従って荷物を開き、入浴の準備。交流センターにフロの設備はもちろん
あるが、せっかく来たからには大きなお風呂に入りたい。そんな大浴場希望者も多く「さぎり荘」
をお借りした。学生達が入浴中、一般参加の沓沢夫妻は許可を得て校庭にテントを張る。留守番
にできなかった愛犬を宿舎内に泊めることができないためだ。しかし、ご本人たちはとても手慣
れた様子で、てきぱきと仕事をこなしていた。
入浴後一行は沓沢夫妻のミラに出迎えられながら、食堂で夕食。滞在中の食事は、昔からお力添
えいただいている、地元の竹内民雄・百合子ご夫妻をはじめ地域再生グループの方々にお願いし
た。地産地消になっとくできる地元で採れた食材を、地元でできた調味料などで調理し、地元の
味付けで振る舞っていただける。今朝初めて会った学生同士が、それぞれにテーブルで談笑しな
がら箸を進めている。そんな学生の一人がその日誕生日だった。さっそく、全員でサプライズ。
本人の笑顔が宴に花を添えていた。とても楽しく嬉しいひとときだと感じながら、早くも消灯時間。

第２日目：５日（土）
８時までに朝食を済ませた一行は、「化石博物館ツアー」、「レザークラフト」、「俳句でデザイン」、
「あかりを創る」、「ミュージアムカフェ２」とそれぞれのワークショップへと５グループに別れ移
動した。リピータも居ることから、毎回同じモノの繰り返しという訳にはいかず、今回は人気の
高い「レザー」と「あかり」以外を新設した。講師陣として「化石」は信州新町美術館・化石博
物館（以下博物館）の学芸員成田健氏に、「レザー」は地元作家の山口富士子氏、「俳句」には、
東日本 B「でざきっずプロジェクト」の村田桂太、福田一郎両正会員、「あかり」は DM 委員長上
田幸和理事、「カフェ２」に DM 委員橋本優子理事に依頼した。冒頭にも書いたが、今年は終日
ワークショップへ時間が当てられることから、内容の濃いものが期待できた。
「化石」は博物館見学とレクチャーの後、実際に採石できる様に長靴にハンマーという出で立ちで
現場に出向いた。泥まみれになりながら実際に掘り起こして出てくる化石に、参加者から未体験
の驚きと喜びを感じ取れた。

開催日：2009年 9月4日～6日　 開催地：長野県信州新町他
主　催：デザインミュージアム委員会
協　力：セイコーエプソン株式会社　 協　賛：長野県信州新町

「レザー」は山口氏の工房へお邪魔して作業をおこなった。同じ材料に独自の施しをし、初めての
人にはやや扱いにくい素材を、根気よく丁寧に仕上げてゆく。それぞれの思いが形になって行く
楽しさを体験できたようだ。
「俳句」は信州新町の町並みを散策し、「事」を 17 文字で詠んで「物」を創造させると言うもの。
私はこれに参加したが、なかなか難しく奥が深い。講師両名も初めての試みとは言うが、なかな
か面白いアイデアだと感心した。これに参加した学生リピータの松本智子さんは、「余分なものを
そぎ落とし、伝えたい事を何度も吟味して俳句にしていく行為は、まるで言葉のデザインをして
いるようで、とても新鮮な体験をすることができました。」と語っていた。

「あかり」は人気のあるワークショップのひとつで、「灯具」のデザインではなく、「光」のデザイン
をする。色々な素材を組み合わせ加工し、ひかり方の演出を作り出す。平凡な日常的素材でも光を通
すことで様々な表情に変わる様子が、とても興味深い。

「カフェ２」では、あえて「２」をタイトルに付加した。前回が時間的にレクチャーと懇談しかおこ
なえなかったものを、今回は橋本理事が宇都宮美術館の学芸員ということもあり、それ以上の事を期
待した。学芸的な視点での収蔵品の取り扱いや分析は、単に興味有るモノというレベルを超えて、
学術的にモノを見ると言うことが、いかに大切かを学べた様だ。

たっぷりと終日時間を使えたワークショップは、濃い内容がそれぞれ満足行く結果で終了し、
一行は交流センターへ戻り、手洗い洗面をすませ「ウェルカムパーティー」の手伝いに入った。
会場は朝夕食事をしている食堂。竹内ご夫妻が地元の方々に応援を依頼して、手際よく準備が進
む。50 名近い人数の宴の支度は準備と手際がとても重要だ。盛られた食材を学生達が指示通りに
配膳してゆく。
そのさなか、プログラムには無い飛び入りのイベントが知らされた。新町出身の CD デビューし
たシンガーソングライターが私たちの為にライブを催してくれるという。会場に充てられたのは、
音楽室。男女のデュオで、父がギターで娘がシンガー。二曲披露してくださり、拍手に応えてア
ンコールの一曲。実はこのお二人、ワークショップ「レザークラフト」の山口氏のご主人利一さ
んと娘の舞さん。寺島幸一新町副町長や瀧澤一彦同教育委員会次長も応援に駆けつけていただき、
CD プレゼントなどもある草の根的心温まるライブだった。その模様は町職員の関口良人氏がカメ
ラに納めていた。

ゲストも交えて堅苦しいご挨拶は短めに、木村一男監事の乾杯でパーティーが始まる。初対面の
人、昨日知り合った人、旧知の人、それぞれ混ざり合ってテーブルに着く。私も初対面の岡山の
学生諸君と楽しい時間を過ごせた。今年は女子大の参加があったので、女子が特に多い。準備の
お手伝いをしてくださった地元青年の方々が、「こんなにたくさん、若い女の子を新町で見たこと
がない。」と、本気とも冗談ともつかない事を言っていたのが、印象に残る。

第３日目：６日（日）
朝食をゆっくりととり部屋の清掃などを済ませ、一行は町立信州新町美術館へ。午前中は、見学
していない参加者の為に美術館と博物館見学。その他の者は、JIDA デザインミュージアム１号館
（ミュゼ蔵２階）や周辺散策。ここで、森下先生引率の岡山グループとお別れをし、残りのグルー
プは道の駅「地場産センター」へ移動し昼食。
私はいつものように、もりそばとおやき。昼食後、土産物を物色する中、一部の学生達がインフ
ルエンザなどで参加できなかった友達の為に土産を購入するという。こうした光景は、普段なか
なか見ることができない一面。私もいくばくか気持ちを添えたくなった。
この場で、エプソンで合流した沓沢夫妻と学生一人とお別れをし、東京行きバスは帰路へ着いた。
帰り道は混雑状況なども考え、関越自動車道経由にした。しかし、休日 1000 円高速の影響もあ
り、東京へ近づくにつれ、渋滞が始まる。その車中、疲れて眠る者も居る中で学生達のお兄さん
的存在になった藤村氏を囲んで彼らがデザインについて語り合っている。二泊という時間が彼ら
の距離を縮めて居ることに間違いは無いようだ。どうやら後日彼の帰国中に、デザインツアーを
催すことを計画しているらしい。

やがてバスは新宿西口へ予定時間通りに到着。ドライバーへお礼をして、帰宅するまで気をつけ
るようにと確認し全員と解散した。途中お別れした方々とも解散を確認しあい、無事に催事終了。

参加者並びにご支援ご協力下さった方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

後日談
リピータとして参加してくれた東京造形大学三年生の松本智子さんから、感想が寄せられた。
「私は 2007 年と 2009 年の 2回に参加しましたが、ＪＩＤＡフェスでの一番の魅力は、学生から
社会人までさまざまな人と出会える事です。普段と違った土地で、違った人達と、違った価値観
やデザイン感を話し合ったり、共有することは非常に勉強になりますし、何より楽しいです。こ
の時に出会った人達とは、現在でも親交を深めています。出会いの場、学びの場、そして遊びの
場として、ＪＩＤＡフェスではとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。」
（原文）
また学生の話によると、NY 在住の藤村氏の所へ年末にツアーを組んで出かける計画をしているよ
うだ。さらに、今回の参加者へ 11 月 22 日に東京で催された、竹内民雄氏による「蕎麦打ち体
験」のご案内が氏より届き、私と共に7名が参加して来た。
JIDAの枠組みを超えた交流が進展している事を肌で感じる。

エプソンウォッチ見学での記念撮影

「化石博物館ツアー」 採掘現場作業風景

「ミュージアムカフェ２」 課題モティーフ

「あかりを創る」 作業風景

「俳句でデザイン」 発表風景

音楽室でのライブ風景山口利一さんと舞さん



第１日目：４日（金）
東京からは恒例のチャーターバスを用意することができた。人数的にある程度の数がまとまらな
いと、難しいが、吉野隆雄会計顧問と藤村氏の参加で、今回も無事にその数の乗車希望者に恵ま
れた。新宿西口工学院大学の前で集合し、首都高速 4 号線から中央自動車道を経てエプソン
ウォッチのある塩尻まで、バスは定刻通りに発車した。添乗員はいつもの倉方。車内は違う大学
の学生同士や、それに混ざって正会員や一般の方が初対面で交流するにはとても良い場所だと思
える。アルコールは無いが、笑いが絶えないちょっとした宴席のような雰囲気だ。途中、休憩を
挟んで、エプソンウォッチ着。
ここで、別行動の理事長、正会員森下眞行氏引率の岡山県立大学の学生、一般参加の沓沢ご夫妻
（+愛犬ミラ）と東京集合よりも塩尻合流が便利な学生、それぞれみなさんと合流。
会議室では、エプソンウォッチのデザイン開発への取り組み方の様子をプレゼンテーションして
いただき、質疑応答。プロトタイプなどを拝見させていただいた後、グループに分かれて工場見
学を開始した。展示場では、服部時計店の歴史から始まり、電波時計やクオーツ時計の開発秘話、
そして進化の歩みなどをご説明いただき、いよいよ工場内の見学へと進む。撮影禁止などの所は
あるものの、匠の技をこの目で直に拝見する事ができた。ひとつ数百万円以上するような製品は、
ほとんどが手作りであり、工場に原材料が入荷してから部品作りを経て組立て製品化するまでを
この中で行っている。デリケートな部品の構成は、人間の持つ五感と精密機器の技で命を吹き込
まれて、時計へと変身してゆく。見学終了後、アテンドしてくださったエプソンウォッチの方々に

お礼を言い、記念撮影。バスと乗用車二台は、塩尻 ICから一路信州新町へと向かった。
長野自動車道豊科 IC から国道 19 号線に入り、犀川沿いに北上をする。目指すのは宿泊先の町立
信州新町犀川交流センター（以下交流センター）。そこはかつての犀峡小学校で、一部を改良して
宿泊施設として運用している。現在ミュージアム委員会の収蔵品を一部教室のままの場所をお借
りして、保管している。近くには「さぎり荘」などの宿泊施設もあるが、そこでは大浴場を利用
させていただくことにして、寝泊まりはある程度の広さの部屋で雑魚寝気分が交流を深める上で
良いと言うことで、毎回この交流センターを利用している。

到着後、各自部屋割りに従って荷物を開き、入浴の準備。交流センターにフロの設備はもちろん
あるが、せっかく来たからには大きなお風呂に入りたい。そんな大浴場希望者も多く「さぎり荘」
をお借りした。学生達が入浴中、一般参加の沓沢夫妻は許可を得て校庭にテントを張る。留守番
にできなかった愛犬を宿舎内に泊めることができないためだ。しかし、ご本人たちはとても手慣
れた様子で、てきぱきと仕事をこなしていた。
入浴後一行は沓沢夫妻のミラに出迎えられながら、食堂で夕食。滞在中の食事は、昔からお力添
えいただいている、地元の竹内民雄・百合子ご夫妻をはじめ地域再生グループの方々にお願いし
た。地産地消になっとくできる地元で採れた食材を、地元でできた調味料などで調理し、地元の
味付けで振る舞っていただける。今朝初めて会った学生同士が、それぞれにテーブルで談笑しな
がら箸を進めている。そんな学生の一人がその日誕生日だった。さっそく、全員でサプライズ。
本人の笑顔が宴に花を添えていた。とても楽しく嬉しいひとときだと感じながら、早くも消灯時間。

第２日目：５日（土）
８時までに朝食を済ませた一行は、「化石博物館ツアー」、「レザークラフト」、「俳句でデザイン」、
「あかりを創る」、「ミュージアムカフェ２」とそれぞれのワークショップへと５グループに別れ移
動した。リピータも居ることから、毎回同じモノの繰り返しという訳にはいかず、今回は人気の
高い「レザー」と「あかり」以外を新設した。講師陣として「化石」は信州新町美術館・化石博
物館（以下博物館）の学芸員成田健氏に、「レザー」は地元作家の山口富士子氏、「俳句」には、
東日本 B「でざきっずプロジェクト」の村田桂太、福田一郎両正会員、「あかり」は DM 委員長上
田幸和理事、「カフェ２」に DM 委員橋本優子理事に依頼した。冒頭にも書いたが、今年は終日
ワークショップへ時間が当てられることから、内容の濃いものが期待できた。
「化石」は博物館見学とレクチャーの後、実際に採石できる様に長靴にハンマーという出で立ちで
現場に出向いた。泥まみれになりながら実際に掘り起こして出てくる化石に、参加者から未体験
の驚きと喜びを感じ取れた。

開催日：2009年 9月4日～6日　 開催地：長野県信州新町他
主　催：デザインミュージアム委員会
協　力：セイコーエプソン株式会社　 協　賛：長野県信州新町

「レザー」は山口氏の工房へお邪魔して作業をおこなった。同じ材料に独自の施しをし、初めての
人にはやや扱いにくい素材を、根気よく丁寧に仕上げてゆく。それぞれの思いが形になって行く
楽しさを体験できたようだ。
「俳句」は信州新町の町並みを散策し、「事」を 17 文字で詠んで「物」を創造させると言うもの。
私はこれに参加したが、なかなか難しく奥が深い。講師両名も初めての試みとは言うが、なかな
か面白いアイデアだと感心した。これに参加した学生リピータの松本智子さんは、「余分なものを
そぎ落とし、伝えたい事を何度も吟味して俳句にしていく行為は、まるで言葉のデザインをして
いるようで、とても新鮮な体験をすることができました。」と語っていた。

「あかり」は人気のあるワークショップのひとつで、「灯具」のデザインではなく、「光」のデザイン
をする。色々な素材を組み合わせ加工し、ひかり方の演出を作り出す。平凡な日常的素材でも光を通
すことで様々な表情に変わる様子が、とても興味深い。

「カフェ２」では、あえて「２」をタイトルに付加した。前回が時間的にレクチャーと懇談しかおこ
なえなかったものを、今回は橋本理事が宇都宮美術館の学芸員ということもあり、それ以上の事を期
待した。学芸的な視点での収蔵品の取り扱いや分析は、単に興味有るモノというレベルを超えて、
学術的にモノを見ると言うことが、いかに大切かを学べた様だ。

たっぷりと終日時間を使えたワークショップは、濃い内容がそれぞれ満足行く結果で終了し、
一行は交流センターへ戻り、手洗い洗面をすませ「ウェルカムパーティー」の手伝いに入った。
会場は朝夕食事をしている食堂。竹内ご夫妻が地元の方々に応援を依頼して、手際よく準備が進
む。50 名近い人数の宴の支度は準備と手際がとても重要だ。盛られた食材を学生達が指示通りに
配膳してゆく。
そのさなか、プログラムには無い飛び入りのイベントが知らされた。新町出身の CD デビューし
たシンガーソングライターが私たちの為にライブを催してくれるという。会場に充てられたのは、
音楽室。男女のデュオで、父がギターで娘がシンガー。二曲披露してくださり、拍手に応えてア
ンコールの一曲。実はこのお二人、ワークショップ「レザークラフト」の山口氏のご主人利一さ
んと娘の舞さん。寺島幸一新町副町長や瀧澤一彦同教育委員会次長も応援に駆けつけていただき、
CD プレゼントなどもある草の根的心温まるライブだった。その模様は町職員の関口良人氏がカメ
ラに納めていた。

ゲストも交えて堅苦しいご挨拶は短めに、木村一男監事の乾杯でパーティーが始まる。初対面の
人、昨日知り合った人、旧知の人、それぞれ混ざり合ってテーブルに着く。私も初対面の岡山の
学生諸君と楽しい時間を過ごせた。今年は女子大の参加があったので、女子が特に多い。準備の
お手伝いをしてくださった地元青年の方々が、「こんなにたくさん、若い女の子を新町で見たこと
がない。」と、本気とも冗談ともつかない事を言っていたのが、印象に残る。

第３日目：６日（日）
朝食をゆっくりととり部屋の清掃などを済ませ、一行は町立信州新町美術館へ。午前中は、見学
していない参加者の為に美術館と博物館見学。その他の者は、JIDA デザインミュージアム１号館
（ミュゼ蔵２階）や周辺散策。ここで、森下先生引率の岡山グループとお別れをし、残りのグルー
プは道の駅「地場産センター」へ移動し昼食。
私はいつものように、もりそばとおやき。昼食後、土産物を物色する中、一部の学生達がインフ
ルエンザなどで参加できなかった友達の為に土産を購入するという。こうした光景は、普段なか
なか見ることができない一面。私もいくばくか気持ちを添えたくなった。
この場で、エプソンで合流した沓沢夫妻と学生一人とお別れをし、東京行きバスは帰路へ着いた。
帰り道は混雑状況なども考え、関越自動車道経由にした。しかし、休日 1000 円高速の影響もあ
り、東京へ近づくにつれ、渋滞が始まる。その車中、疲れて眠る者も居る中で学生達のお兄さん
的存在になった藤村氏を囲んで彼らがデザインについて語り合っている。二泊という時間が彼ら
の距離を縮めて居ることに間違いは無いようだ。どうやら後日彼の帰国中に、デザインツアーを
催すことを計画しているらしい。

やがてバスは新宿西口へ予定時間通りに到着。ドライバーへお礼をして、帰宅するまで気をつけ
るようにと確認し全員と解散した。途中お別れした方々とも解散を確認しあい、無事に催事終了。

参加者並びにご支援ご協力下さった方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

後日談
リピータとして参加してくれた東京造形大学三年生の松本智子さんから、感想が寄せられた。
「私は2007 年と 2009 年の 2回に参加しましたが、ＪＩＤＡフェスでの一番の魅力は、学生から
社会人までさまざまな人と出会える事です。普段と違った土地で、違った人達と、違った価値観
やデザイン感を話し合ったり、共有することは非常に勉強になりますし、何より楽しいです。こ
の時に出会った人達とは、現在でも親交を深めています。出会いの場、学びの場、そして遊びの
場として、ＪＩＤＡフェスではとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。」
（原文）
また学生の話によると、NY 在住の藤村氏の所へ年末にツアーを組んで出かける計画をしているよ
うだ。さらに、今回の参加者へ 11 月 22 日に東京で催された、竹内民雄氏による「蕎麦打ち体
験」のご案内が氏より届き、私と共に7名が参加して来た。
JIDAの枠組みを超えた交流が進展している事を肌で感じる。

エプソンウォッチ見学での記念撮影

「化石博物館ツアー」 採掘現場作業風景

「ミュージアムカフェ２」 課題モティーフ

「あかりを創る」 作業風景

「俳句でデザイン」 発表風景

音楽室でのライブ風景山口利一さんと舞さん


