5.22 SATURDAY
5 月 22 日㈯：■PART 1：13:00~15:025 ■ PART 2：15:30~17:30

インテリアデザインの果たす役割について考える日『IFI World Interoir Day 2021 MAY 29 SATURDAY』が近づいてきました。
これを受けて日本では、ワールドインテリアウィーク「Well-being and Well Living（ウェルビーイングな暮らしを語ろう）」というイベントを日本各地で開催します。
5 月 22 日（土）は、オンライン「もの・空間デザイン学生フォーラム KANSAI」、「デザインカンファレンス・シンポジウム」（2 部構成）を開催します。
皆様のオンライン参加をお待ちしております。

PART 1：13:00~15:25
Design Student on-line Forum

参加費：無料（お申し込みは、peatix. より）
https://peatix.com/event/1913983/view

『もの・空間デザイン学生フォーラム KANSAI』
毎年 5 月好評をいただいておりました、学生の皆さんとデザインについて考え、発信するイベント「もの・空間デザイン学生展 KOBE」を改め、
『オンライン・モノ・空間デザイン学生フォーラム KANSAI』を開催します。３部構成の盛り沢山な内容でお届けします。
デザインに興味のある方から〜（現役学生さん）〜一般の皆様、是非、この機会に、デザインの世界の面白さを知っていただければ幸いです。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
Panelist
大森あき子

13:00 〜 第一部 デザインレクチャー

Akiko Omori

ディスプレイデザイナー，
フローリスト
有限会社大森デザイン事務所 取締役
一般社団法人 日本空間デザイン協会（DSA）副会長
厚生労働省 商品装飾展示技能検定委員

「デザインのプロに学ぶ、デザイン手法とこれからのデザイン」

13:35 〜 第二部 学生プレゼンテーション

中村裕輔 Yusuke Nakamura
シニアディレクター

神戸女子大学来海研究室 4 回生、国士舘大学位田ゼミナール 3 回生、
関西国際大学 , 神戸松蔭女子学院大学、他（予定）

株式会社 乃村工藝社
（一社）
日本商環境デザイン協会
（JCD）
関西支部長

14:20 〜 第三部 教員デザインレクチャー

「豊かな暮らしを実現するデザイン教育について」※ファシリテーター：小宮容一（芦屋大学名誉教授）
・中央工学校 OSAKA

建築・住居・インテリア学科

学科長

戸澤まり子

・神戸松蔭女子学院大学 人間科学部ファッション・ハウジングデザイン学科

准教授

米原慶子

・国士舘大学理工学部建築学系

講師

位田達哉

・関西国際大学（神戸山手キャンパス）現代社会学部総合社会学科建築インテリアフィールド

教授

山隈直人

・京都女子大学 家政学部 生活造形学科

教授

片山勢津子

・九州女子大学人間生活学科／大手前短期大学 ライフデザイン総合学科

教授 / 非常勤

酒井コウジ

Design Conference on-line Symposium/ デザイン新常態 6th
PART
2：15:30~17:30
Design
Conference on-line Symposium
皆が聞きたい、インテリアのリアルな現状〜現場から

『ホスピタリティーあふれるこれからのインテリア』
今回は、ホスピタリティー（hospitality：（英訳）おもてなし）をテーマに、これからの素敵な暮らしについて考えてみたいとおもいます。
クリエイターは、
、ホスピタリティー（hospitality）の本質をどのように捉え提案しているのでしょうか。
素敵な暮らし、空間を提供されているゲストパネリストの皆様が、日々心掛けていること、日々実践・研究されていることやそのデザイン手法、
また、相手に対する細やかな配慮など、考えをお聞きし、ホスピタリティーあふれる素敵な暮らしとこれからのインテリアのヒントを探ってみたいと思います。

Panelist

Panelist

水田恵子

小槻敦也

尾田 恵

富田亙正

澤山 乃莉子

梶原 憲司

Keiko Mizuta

Atsuya Kotsuki

Megumi Oda

Hiromasa Tomita

Noriko Sawayama

Kenji Kajiwara

Masahiro Tanpo

インテリアコーディネーター協会関西会長
Oﬃce SPIRAL 代表

柏木工大阪ショールーム店長
JID賛助会

一般社団法人 日本インテリア健康学協会（JIHSA）代表理事 株式会社トミタ 代表取締役社長
株式会社 菜インテリアスタイリング代表取締役 、JID 会員 JID賛助会員

BABIDインテリアデザインプロデューサー
一般社団法人 キュレーションホテル協会 代表理事

C-FOREST株式会社 代表取締役
オーダーインテリア販売施工/JID賛助会員

造作の工務店「0556style 」/ 代表
JID賛助会員

大阪市立大学文学部 心理学教室
卒業後、百貨店に勤務し、化粧品販
売（CHANEL）担当。
その後インテリ
アコーディネーターに転身。店舗設
計・内装施工会社勤務、大手イン
テリア販売会社提携コーディネー
ターを経て Oﬃce SPIRAL 設立。
空
間が人の心理や子どもの発達等に
与える影響を、
デザインに落とし込
んで提案を得意とするインテリア
コーディネーターとして活躍中。

大手家具販売会社にて法人営業、コン
トラクト営業などを担当し、モデルハウ
ス・モデルルームなどからホテル、飲
食、医療・老健施設などの案件を幅広
く経験し、2013 年柏木工㈱に入社。中
四国、関西のハウスメーカーを担当し、
2018 年より大阪ショールームの店長、
関西・中四国のエリア長としてマネー
ジメントを行う。家具の提案だけではな
く、ライフスタイルのご提案を信条とし
ている。

住宅、福祉施設、TV 番組など様々な
インテリアコーディネート・デザイ
ン、商品開発、情報発信などに携わ
る。幅広い活動で培った知識・スキ
ルを活かし、
インテリアと医療を融
合したプロジェクトを基とする、
身体
と心の健康を目指したインテリア・
メソッド
「Active Care®」
（アクティ
ブ・ケア）
を提唱。2018 年「日本イ
ンテリア健康学協会（JIHSA）」
を設
立。医療機関との共同研究にも参画
し、新たなインテリアの可能性に向
け活動を進めている。

アメリカ カルフォルニア州の
Brooks Collegeインテリアデザイン
学科を卒業後、
インテリアデザイ
ナーとしてビバリーヒルズ、パーム
スプリングスといった高級住宅地
の物件の内装を手掛けた後に帰
国。2002年 株式会社トミタ4代目代
表取締役社長に就任してからは、
日
本の伝統素材・技術を結集した壁
紙コレクションを制作し国内外へ
発表するなど、
日本の壁紙の良さを
広める活動を行っている。

インテリアデザインカレッジ「澤山
塾」主宰。2000年にロンドンで起業
以来、住宅、商業施設、家具デザイ
ンなどを手掛ける。キュレーション
ホテル熱海桃乃八庵オーナー。
1995年渡英、2000年から2017年ま
でロンドンでデザインオフィスを主
宰。
「BIID Merit Award 2016」受賞
をはじめとして日英で受賞・入賞歴
多数。
プロ向け欧州トレンドレポー
ト・デザイン塾主宰など、執筆、教
育、講演分野でも活躍。

反甫まさひろ

Moderator

安藤眞代

井ノ阪智恵

Masayo Ando

Chie Inosaka

「studioMa」
代表
eclat 代表
英国インテリア協会 BIID 正会員 （公社）
JID 西日本エリア長
（公社）
JID 理事
中央工学校 OSAKA 非常勤講師

お問い合わせ：公益社団日本インテリアデザイナー協会西日本エリア jidwestjapan@gmail.com（福本、酒井まで）
主催：（公社）日本インテリアデザイナー協会、USD-O（大阪デザイン団体連合） 特別協力：IHPC、（一財）大阪デザインセンター
（一社）日本商環境デザイン協会 (JCD) 関西支部、（一社）日本空間デザイン協会 (DSA) 関西支部、
（一社）日本パーステック協会 (JPA)、（公社）日本サインデザイン協会 (SDA) 関西支部、（公社）日本インダストリアルデザイン協会 (JIDA) 関西ブロック

