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写真：陶祖800年祭記念 第13回陶のまち瀬戸のお雛めぐりで瀬戸蔵に飾られた
“ひなミッド”
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３回にわたり瀬戸焼のブランディングに向けたワークショップを開催
～そして新しい視点によるモノづくり
「瀬戸焼ランデヴープロジェクト」がスタートします！～

来年度以降の「瀬戸焼ランデヴープロジェクト」
に繋げていくため、㈱ユニバーサルデザイン総合
研究所所長の赤池学氏の指導の下、瀬戸焼のブランディングに向けたワークショップを３回にわた
り開催し、瀬戸焼の定義とブランドコンセプトについて整理を行いました。
第１回のワークショップは１月22日に開催し、他地域のブランディングの先進事例の研究や当組
合員によるプレゼンでの現状分析を行い、２月14日開催の第２回では、赤池氏から瀬戸焼ブランド
の基本方針について、４つのキーワード ①「焼き物のすべてが瀬戸にある。
」②「焼き物の極みは瀬
戸にある。」③「瀬戸に来ればすべてが創れる。
」④「焼き物の裾野は瀬戸が広げる。
」
を掲げ、より具
体的な提案が示されると、グッドアイディア㈱代表の松田朋春氏からは、アクションプラン提案が
あり、㈱ユニバーサルデザイン総合研究所デザインディレクターの則武弥氏からは、瀬戸・瀬戸焼
をイメージしたPRパンフレットとロゴ見本によるデザインブランディング提案を受けました。その
後、当組合員３人による過去のコラボレーション事例等の発表を行い、ブランドコンセプトの検討
が行われました。最終回となる３月５日開催の第３回では、産地ブランディングの方向性について
協議・検討が行われました。「将来の瀬戸はどうなってほしいのか。
」
「瀬戸にあるものと欠けてい
るもの。」
「瀬戸のこれからは誰が担うか。
」をディスカッションテーマに４つのグループに分かれて
グループワークが行われ、各グループの代表が討議内容をまとめ発表しました。討議では、
「強み
を活路に成功事例をつくる。
」「瀬戸焼が世界一を目指す！」
「デザイン力は価値。
」
「素敵な街にし
たい！」「伝統・技術はあるがネットワークがない。
」など、参加者は思い思いの意見を出し合い熱
心なグループ討議が繰り広げられました。
このワークショップの議論を踏まえ、新しい視点によるモノづくり「瀬戸焼ランデヴープロジェ
クト」がスタートします。このプロジェクトは、東京を中心に活動する若手デザイナーやアーティ
ストと瀬戸のつくり手が連携して、今までにない発想で商品を生み出し、瀬戸焼のブランド化に取
り組んでいくものです。
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テーブルウェア・フェスティバル２０１４
今回で、22回目を迎えた「テーブルウェア・フェスティバル2014･
～暮らしを彩る器展～」が２月２日から２月10日までの９日間、東京
ドームで開催されました。内覧会が初日の午前中となった今回は、週
末に大雪に見舞われたこともあり、総来場者数は、前回をやや下回る、
252,047人（前回262,396人）となりましたが、盛況に終わりました。
当組合からは今年も、窯元の若手グループSAMSが１小間を出展し
ました。お客様のご要望にお応えし、昨年の新商品シリーズに小ぶり
で可愛らしいサイズを追加。同じ型を使用しながら、会員それぞれが独自の特色を持たせ、充実
の品揃えで、瀬戸焼を広くPRしました。
2002年より出展している瀬戸焼振興協会では、「卓越の技～瀬戸織
部～」をテーマに、伝統的なものからモダンなものまで、上質な織部
をアピールし続けています。織部以外も魅力いっぱいの瀬戸焼をア
ピールするため、2009年からは「黄瀬戸」を、現在では「御深井」も商
品ラインナップに加え、充実を図ったブース展開で来場者の注目を集
めていました。また、各瀬戸焼のブースには、地域団体商標「瀬戸焼」
の“のぼり旗”と“ポスター”を掲示し、知名度アップを図りました。

第７７回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０１４
日本最大の規模を誇るパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
である東京インターナショナル・ギフト・ショーが、２月５日から
７日まで東京ビッグサイト全館で開催されました。
77回目となる今回は、「創造と発見、世界に広げよう新しいギフト
の輪」をテーマに、消費財関連業界の国内のメーカー・輸入商社・欧
米メーカー 2,314社が出展。３日間で196,378人（うち海外3,360人）が
来場しました。
当組合の主にオーナメントウェア部会員で構成する新商品開発販
路開拓委員会10社は、瀬戸窯業技術センターが開発した蓄光素材を
用い、瀬戸の職人たちの高度な鋳込み成型技術・釉薬技術を駆使して、
装飾性の高い開発商品「蓄光瀬戸焼」を出展。文字通り光を蓄え暗闇
で発光する”せともの”で可愛らしい猫の置物やメガネ置き、ランプ
シェードなど各社オリジナルの装飾を加えた新商品186点を出品し、
積極的に売り込みました。

組合の産業廃棄物処分場(陶磁器くず等)を利用されている皆様へ！
今年も提出の時期となりました。産業廃棄物（陶磁器くず等）の排出事業者すべてが、前年度･
（４月１日から３月31日まで）に交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付状況を、６月30日
までに愛知県知事へ報告することが義務付けられています。
このため、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
の保管に留意してください。
（法律の規定は５年保存）
⑴平成25年度に組合の処分場を利用されている方については、
１）このお知らせに合わせて、報告書の様式等を後日お送りいたします。
２）平成25年度（４月１日から３月31日まで）の排出量（処分量）が不明の方は、陶土鉱山課までお
尋ねください。
（TEL：0561-82-4153）
⑵新たに組合の処分場を利用される方については、産業廃棄物の処理手続とともに個別にご説明い
たします。

（4）

平成26年３月20日

愛

陶

「五月人形づくり」
作陶体験教室
開催運営者を募集！
ゴールデンウィークの５月３日（土）～４日
（日）に瀬戸蔵特設コーナーにおいて、五月人形
づくり作陶体験教室の開催を予定しておりま
す。このため「絵付・手びねり等の作陶体験」
を
完全に自主運営出来る方を募集いたします。希
望者が多数の場合は、日程等を協議し、条件等
を勘案して調整させていただきますので、ご了
承ください。
■募集締切

平成26年４月４日（金）

※詳細及び希望の方は、流通センター課：伊藤
（TEL：0561-82-4155）
までご連絡ください。

被災地の木工グッズ販売！

瀬戸蔵セラミックプラザでは、東日本
大震災で被災し、宮城県東松島市の仮設
住宅に住む人たちが、移転地造成の伐採
木を利用して作った鍋敷きとコースター
を販売しています。

陶祖800年祭記念
19日（土）･20日（日）
◆
“せと窯元直販処”
◆
“せともの大売出し”
◆
“品野窯元廉売市”
◆
“赤津焼まつり”
…etc
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組 合 日 誌 （2/21〜3/20）
= 2月抜粋 =

21日 ファインセラミックス部会役員会
25日 オーナメントウェア部会 正副部会長会議
26日 陶芸部会役員会
オーナメントウェア部会 新商品開発販路開拓委員会
27日 会計監査会
28日 陶土委員会（正副委員長・理事）会議

◆御物奉献行列
場所：パルティせと〜陶彦神社

組合
組合
組合
組合
組合
組合

= 3月抜粋 =

３日 技術開発委員会
組合
オーナメントウェア部会役員会
組合
４日 工業品部会・ファインセラミックス部会
合同正副部会長並びに部会選出理事打合せ会 清月
陶土委員会
組合
５日 第３回瀬戸焼 ランデヴープロジェクトワークショップ 組合
６日 流通委員会
組合
７日 テーブルウェア部会 新商品開発販路開拓委員会 組合
ファインセラミックス部会役員会

備長炭ステーキ炉 sakai
10日 ＢＯＸギャラリー説明会・抽選会
組合
オーナメントウェア部会選考委員会
組合
11日 陶芸部会選考委員会
組合
ファインセラミックス部会選考委員会 組合
総務財政委員会
組合
テーブルウェア部会選考委員会
組合
12日 正副理事長会議
組合
13日 愛陶工新春見本市実行委員会
組合
理事会
組合
14日 オーナメントウェア部会選考委員会
組合
15日 テーブルウェア部会役員会
清月
18日 ファインセラミックス部会選考委員会 組合

〜 お譲りください 〜
下記の物を求めています。
不要・余剰となったものがありましたら、
総務課：釼持（TEL：82-4151）までご連絡
ください。
■除湿乾燥機

第53回せと陶祖まつり
19日（土）

場所：パルティせと駅前広場
場所：瀬戸蔵セラミックプラザ
場所：品野陶磁器センター
場所：赤津焼会館及び会館前広場

20日（日）
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◆陶彦神社祭典
場所：陶彦神社
◆陶祖供養
場所：陶祖公園
六角陶碑堂

4/19 ㈯・20 ㈰

愛知県陶磁器工業協同組合/瀬戸蔵セラミックプラザ

