
 

 

JPDA 5月定例理事会議事録 

 

日 時：令和元年５月３０日（木）午後１時〜午後３時２５分 

場 所：東京ガーデンパレス ２階 「天空 (A)」 

    東京都文京区湯島１−７−５  TEL.０３—３８１３—６２１１ 

出席者：理事２４名中２０名 

（伊藤 透、井上 聡、青木（入江）あずさ、牛島志津子、畝野裕司、梅原 真、  

江藤正典、小川裕子、小川 亮、加藤(桑）和美、加藤芳夫、小原 司、高田知之、 

竹内清高、中森恭平、永田麻美、三原美奈子、森 孝幹、八木勇達、山﨑 茂） 

    監事２名中２名（池田 毅、時田秀久）  

    欠席届４名（鈴木智晴、藤田 隆、中越 出、信藤洋二） 

     

    議事録署名人：  伊藤 透   、    井上 聡    

             池田 毅   、    時田秀久    

 

議事の経過 

  定款第31条(議長)により伊藤理事長を議長に選出し、議長は直ちに本日理事会出席者 

  22名を確認、定款第32条(決議)による出席者が過半数に達していることを確認し、定款 

  第34条により議事録署名人が伊藤透理事長、井上聡副理事長、池田毅監事、時田秀久監 

事の４氏であることを確認し、議事に入る。 

  (決裁事項の議案号数はゴシック。) 

 

第１号議案 新入会員入会審査の件 

本日の理事会までに、個人５人から入会申込みがあり、定款６条（会員資格の取得）並び 

に会員規定に基づき入会審査を行い、下記の入会を承認した。 

（１） 個人会員（５人） 

  ＜東日本＞ 

1. 鈴木 亜希子（すずき あきこ）【推薦者＝時田秀久】 

2. 大石 尚子（おおいし なおこ）【推薦者＝永田麻美】 

3. 臼井 もも子（うすい ももこ）【推薦者＝原田祐助】 

  ＜西日本＞ 

4. 矢部 祥平（やべ しょうへい）【推薦者＝北山恭子（（株）加納ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所）】 



 

 

＜中日本＞ 

5. 小野 彩子（おの あやこ）【推薦者＝時田秀久】 

   

第２号議案 休会承認の件 

 本日の理事会までに退会届けを提出した下記の個人会員１人の休会を承認した。 
  （１）個人会員（１人） 

   ＜西日本＞ 

1. 阪東 勲（ばんどう いさお）【平成31年４月〜令和２年3月】 

（取材撮影中に転倒して腰部を骨折。自宅療養中のため。） 
 

第３号議案 正副理事長報告 

 伊藤理事長、井上副理事長、加藤専務理事より、現状の活動状況について以下の報告があ 

った。 

 伊藤理事長報告   ・4/22 東京国立博物館 井上副館長と面談（60周年企画展ﾋｱﾘﾝｸﾞ）  

                    ・5/10 総会後の記念講演会打合せ（事務局） 

          ・5/14 60周年展覧会 企画委員会（サントリー） 

          ・5/16 2020年「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」打合せ             

             （国内交流委員会・東日本委員会） 

          ・5/27 60周年展覧会 企画委員会（サントリー） 

          ・5/29 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会 総会後懇親会      

          ・5/30 JPDA通常総会・記念講演会・交流会 

          ・6/13 2019日本パッケージングコンテスト審査会 

（主催：（公社）日本包装技術協会）に審査員として出席予定 

          ・6/18 (am) 2020年「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」の内

容検討会に出席予定 

(pm) JPDA臨時理事会に出席予定 

 井上副理事長報告 ・5/6  ASPaC西日本キックオフミーティング 

          ・5/16 ASPaCワークショップ（大阪デザイナー専門学校）に参加 

          ・5/22 2020年「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」企画打合せ 

          ・5/30 JPDA通常総会・記念講演会・交流会 

          ・6/15 ASPaCワークショップ（京都造形大学）に参加予定 

          ・6/18 (am) 2020年「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」の内

容検討会に出席予定 

(pm) JPDA臨時理事会に出席予定 



 

 

・6/21 西日本委員会・総会報告会・勉強会「あえる」Vol.1 AdobeCC 

勉強会に出席予定 

 加藤専務理事報告 ・4/22 東京国立博物館 井上副館長と面談（60周年企画展ﾋｱﾘﾝｸﾞ）        

          ・5/14 60周年展覧会 企画委員会 

          ・5/27 60周年展覧会 企画委員会（サントリー） 

          ・5/30 JPDA通常総会・記念講演会・交流会 

          ・6/7  公益社団法人日本インテリアデザイン協会 総会後の懇親会 

に出席予定 

          ・6/18 (am) 2020年「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」の内 

容検討会に出席予定 

(pm) JPDA臨時理事会に出席予定 

 

第４号議案 委員会報告 

＜報告事項＞ 

●出版（年鑑）  

 山﨑理事より、５月に発刊された『年鑑 日本のパッケージデザイン』についての案内が 

あった。JPDA会員については、小売価格の20%引き（定価25,000円⇒20,000円 いずれ  

も税抜き）、且つ送料無料になるので、是非購入を検討いただきたいとのこと。 

伊藤理事長から「今年の年鑑は非常によくできている」とのコメントがあった。 

●アスパック 

江藤理事より、資料に基づきアスパック関連の国内ワークショップに関しての報告があ

った。東日本はすでに５月中に予定していたところは全て終了したが、西日本は６月に

入ってからのところもあるとのこと。（全体ではほぼ予算通りに収まる見込み） 

伊藤理事長から、「できればワークショップの現場を動画で撮って、理事会等で見せてほ

しい」という依頼があった。 

●デザイン保護 

 高田理事より、報告書に基づき、Webサイトへの追加レポートの公開（Vol.111、112）と

2019年度の事業内容についての報告があった。 

 「2019年度は知財関連の基礎知識を講義形式で行うセミナー1回（9月）、参加者を20名程

度に絞り込んだ連続3回の知財塾の開催を考えたい（11月、１月、３月）。 

以前の理事会で参加費が安すぎるようなので見直してはどうかとの意見があったが、委

員会としては、セミナーは極力多くの人に参加してほしいことから現状のまま。 

一方、知財塾については参加費を上げる方向で検討し、別途報告したい。」とのこと。 

 



 

 

●調査研究  

 高田理事より、口頭で、今後の研究会の方向性について報告があった。 

「2018年度は『2030年にパッケージデザインはどうなるか』といった総論的な研究会 

だったが、2019年後は第２回目として、９月に『買物の変化』をテーマにした研究会を、 

また、2020年度には『サステナビリティー』をテーマに置いた第３回目の研究会を開催 

したいと考えている。 

今年度以降は、単なる講義にとどまらず参加者自らが参加できるような研究会を検討し 

ていきたい。」とのこと。  

また、前回の委員会に日報ビジネスの取材があったこと、及び、包装技術協会から、月 

刊誌『包装技術』への寄稿依頼があったことの報告があった。 

●教育 

 永田理事より、10月に開催を予定しているJAGDAとJPDAのトークバトルについて、共 

催にしてはどうかとの話が出ているので進めていきたいとの提案があった。 

この企画の発案者である梅原理事から「JAGDAに話を持って行ったときに、大迫事務局 

長から、JAGDAは他のデザイン団体との接触を多くしていきたいタイミングなので、共 

催にしてはどうかとの話をいただいた。こちらからバトルをしかけているのに共催はい 

かがなものかとも思ったが、費用分担の可能性もあり受けてもよいのかと考え方を変え 

た経緯がある。但し、共催の場合はJAGDAの理事会で協議してもらうための正式な依頼 

書が必要になってくる。了解が得られれば300名の参加者を見込みたいところである。い 

ずれにしろ重要なのは案内用のチラシだと思う。」との補足があった。 

渡邊事務局からは、それは承知しているので、来週にでも伊藤理事長名の依頼書を作成 

してJAGDAに送るつもりであるとのコメントがあった。 

●JPDAデザイン学校 

 小川理事より、５月の学校設立運営委員募集に８名の応募があり、6月11日に1回目のキ 

ックオフミーティングを行う予定であることも含め、以下の報告があった。 

ターゲットはデザイナーというよりもデザイン制作を依頼する人の方向で検討している。 

パンフレット等はでき次第別途案内していきたい。また、「良い依頼者」とは一体どうい 

う人なのかについてアンケートをお願いしたいと思っているので、皆さんのご協力をよ 

ろしくお願いしたい。 

 

 

 

 

 



 

 

第５号議案 事務局報告（議案書P.28〜37参照）   

 渡邊事務局長より資料に基づき以下の報告があった。 

 ・本日５月３０日（木）のスケジュールについて 

会場 部屋予約時間 催し 催し開催時間 

2 階 天 空(A) 12:30〜15:30 定例理事会 13:00〜15:20 

2 階 高千穂(A) 14:00〜17:00 通常総会 
(受付：15:00〜) 

15:30〜16:45 

2 階 高千穂(B) 16:30〜19:00 記念講演会※ 
(受付：16:30〜) 

17:00〜18:30 

2 階 高千穂(A) 18:45〜20:45 交流会 
(受付：18:15〜) 

18:45〜20:45 

   

17:00 からの記念講演会は日本パッケージデザイン大賞 2019 で金賞をダブル受賞された 

 (株)ライトパブリシティの鈴木奈々瀬氏を中心に、(株)明治の井田紀美子氏、ファシリ 

テーター伊藤理事長の３名が登壇の予定。参加申込みは 160 名を越えている 

 

 ・第３８回通常総会・記念講演会・交流会の進行手順確認について  

  （議案書 P.30〜31 参照） 

 ・第３８回通常総会等会場レイアウトについて  

  （議案書 P.32〜35 参照） 

 

・令和元年5月1日現在の会員数について[賛助会員3社(名)を除く]  

  個人 法人   

列 1 有料会員 休会会員 権利停止 小計 有料会員 休会会員 権利停止 小計 合計 

東日本 388 9 0 397 178 1 0 179 579 

中日本 9 0 0 9 15 0 0 15 24 

西日本 125 2 0 127 47 0 0 47 174 

国外 2 0 0 2 1 0 0 0 3 

合計 524 11 0 535 241 1 0 242 777 
   

賛助会員・国外会員・休会会員を除く役員選挙有権者数：777−(国外 3+休会 12)= 762 

また、総会の議案成立に必要な議決権数(有権者の過半数)：762÷2＋1= 382 となっている。 

 

・大阪成蹊大学における「日本パッケージデザイン大賞2019展」開催について（P.36・37） 

・令和元年度「事業カレンダー及び委員会名簿」の確認依頼について（別紙配布） 

・今後の理事会、総会のスケジュールについて（P.29参照） 

  今回の理事会より、少なくても 1年後までの理事会の開催予定を報告する。 

 

 



 

 

第６号議案 次回臨時理事会開催の件 

伊藤理事長より次回６月の臨時理事会についての案内があった。 

 ・日時：令和元年６月１８日（火）午後１時３０分〜５時 

 ・場所：文京シビックセンター（障害者会館) ３階 会議室 B 

     東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅前 

 また、井上副理事長より、今回のテーマは昨年来３回同の議論を重ねている「デザインを 

強くする」委員会活動であること（詳細は別途事前に案内）。 

また同日の午前中、同じ場所で「アジアパッケージデザイン会議 in 奈良」の内容検討会が 

あるとの補足があった。 

 

以 上 

 

 


