HIPA から生まれたエコ活動グループ
MOTTAINAI CLUB

「MOTTAINAI CLUB（もったいないくらぶ）」のご紹介

活動のスタートは…
2007年11月・SDW（札幌デザインウィーク）
でのHIPA展示を何にするか？？？
今一度「インテリアプランナー」について問い直すなかで、
「環境問題を考えた空間提案」
というコンセプトが
決定し、展示スペースに廃材再生によるBAR空間を造ることになりました。
床・壁・天井は勿論、バーカウンターやチェア・照明・サインに至るまですべての材料を、廃材を色々なアイデアで
再生し、
オリジナル素材として生き返らせて施工していくのですが予想以上に膨大な量の材料集めと、困難な作業
となりました。
かなり厳しい状況でしたが、HIPAメンバーと学生の皆さんの協力により何とか展示開催することができました。
この時のBARの名前を
「MOTTAINAI CLUB（もったいないくらぶ）
」
と名付けました。
この時の思いを終わらせることなく継続させていこうとチーム名としたことが、 私たちの活動の出発点となり
ました。

「廃材で造った Bar」 照明 / ペンダントはペットボトル ・ カウンター天板は段ボール
壁はトイレットペーパーの芯などを加工したもの （写真上下共 SDW2007）
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member: 谷内むつみ・倉井洋子・田中千佳・遠藤千歌

MOTTAINAI CLUB

mottainaiclub_sapporo ＠ yahoo.co.jp

「おかえりなさい」
『エコデザインアワード2010年』で入賞した間伐材を利用した
キーホルダーケース。
LEDの出現で姿を消してゆくシリカランプを模ったもの。

主なこれまでの活動は…
エコをテーマとしたデザインコンペ「エコデザインアワード」に
2007年〜2010年と4年間連続で出展し、3度入賞することが出来
ました。
その他のデザインコンペにも
「エコ」をコンセプトに据えて検討し
たデザインを信条に出展しています。
また、2008年の豊栄建設の旧社屋リノベーション計画の際に
提案した、廃材を再生利用した「エコブース」PLANが採用にな
り、オープンさせることができ、活動コンセプトを現した見て
頂ける場となっています。現在は少しずつですが、情報交換や
コンペ出展・エコ商品の開発等を、地道に継続しています。
「エコブース」
ワインボトルを利用したパーテーション、レザー
の端切れを編んだスツール・使用済CDのシャン
デリアなど、床・壁も廃材を使った建材を利用。

今後の活動コンセプト…
＊日常のデザイン業務のなかでも、丁寧な打ち合わせや提案により、無駄や無理のないエコな現場
づくりをしていきます。
＊生 活に根差した色々なデザインや素材を、環境保護やエコを踏まえたコンセプトをベースに計画
します。
＊高齢化社会のなかで、より人に優しい空間造りを考えたデザインを提案していきます。
＊古い建造物や素材、デザインを生かしたリノベーション等に積極的に取り組み、環境に配慮した提案を
していきたいと思います。

HIPA から生まれたこのサークルを是非応援してください！！！
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北海道インテリアプランナー協会
会

長

野村

光雄

活動に想う

2014 活動に想う
北海道インテリアプランナー協会
事務局長

佐藤

利明

HIPA20周年記念として、全国大会をやろう、という事で開催したJIPA全国大会in札幌も終わ
り、今年度の事業も会員の皆様の協力により活発な活動が行われました。特に未来に向けてのアプ
ローチとして、今年度も札幌市が主催する子どもの職業体験『ミニさっぽろ2013』に参加いたし
ました。HIPAが『インテリアデザインのお仕事』として参加するようになってから4回目を迎えた
今回のワークショップも沢山の子供たちが参加してくれました。参加されていない会員のために内
容を説明いたしますと、子供部屋、レストラン、ブティック、リビングのテーマを選びその内装を
考えて、パースに色を塗り、内装材を選んで、ボードに貼付け、会員が演じるデザイン事務所の所
長さんにプレゼンをする。という工程を1時間でしなければなりません。
一日に6回のワークショップは毎回8人の子供たちが1時間の間に与えられた仕事を一生懸命に奮
闘してくれました。子供部屋、レストラン、ブティック、リビングそれぞれで素晴らしい発想を毎
回を見せてくれました。
講師役の会員の皆さんにも土日の休み返上で駆けつけてもらい、大変な労働を強いてしまいまし
たが、子供たちのキラキラした目を見ていると、仕事の疲れも癒されたと思います。
いつの間にか真剣になって、子供たちと一緒に手を動かすことで、とても心地よい気分になりま
す。
ワークショップに参加してくれる子どもたちは、未来のデザイン業界の宝だと思います。そのた
めにも、『ミニさっぽろ』のワークショップはずっと続けていきたいと思っています。
そして将来、ワークショップを経験した子どもたちの中から、インテリアプランナーがたくさん
出てきてくれることを願っています。

昨年の2月にはJIPA全国大会が北海道札幌で開催され、皆様の絶大なるご協力で大成功で終了しましたがつ
い最近のように思われます。今年4月には九州鹿児島で開催され、秋には静岡で予定されています。毎回北海
道から多くの方が参加し、各地域協会からは参加人数の多さで脅威と言われています。今年の鹿児島大会は
14名が北海道から行きます。それは皆様方の、いつも仲間同士としてHIPAを盛り上げて頂いている事に他な
らないと思い感謝します。

残念ながら例年お話ししますが会員数の減少が有ります。それでも皆様と有意義に一年を過ごせるように事務局としてバックアップしていきます。今年は
皆様のご協力の下、新会員を増やして参りたいと思いますのでなにとぞよろしくお願い申し上げます。
事務局の仕事を少しお話しします。年度ごとに決算・事業報告を行い5月の総会で正会員の承認を得て次年度に入りますが一年間の収支を管理しております。
年会費の入金管理、理事会開催の告知・議事録、各委員会の活動に伴う金銭授受、会員証の発行、住所録管理、各種郵便物取扱、その他諸々事務取次関連
全てですが、全ては会員皆様方の活動の助力と位置づけております。なんなりとお申し付けください。

総務委員会
は、組織強化と

総務委員会
委員長

常田

政広

円滑な組織運営
のための活動を
目的としていま

す。
当委員会は、プランナー資格の周知と資質向
上、会員拡大のために、HIPAホームページの一
番最初に「インテリアプランナーとは」のコーナ
ーを設け、（プランナーとは）資格が出来た経
緯、内容、必要性を掲載、（プランナーの仕事）
インテリア空間の計画・設計・工事監理・コンサ
ルティング等の業務を掲載、（プランナーになる
ためには）プランナー試験の案内とHIPA主催の
「設計製図試験/直前講習会」を掲載してありま
す。
北海道での受験者は年々減少傾向で、昨年の準
備講習会受講者2名でしたが、内1名の合格でし
た。今後、インテリアプランナーの告知と会員拡
大のため、学生や一般の方を対象と設計製図のセ
ミナーを企画したいと考えていますので、皆様の
ご協力を御願いいたします。今後のより良い活動
を願って、後任の委員長に継承させて頂きます。
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交 流・事 業 委
員 会 は、会 員 相
互の交流と他団
体との親睦交流
委員長
を目的に活動し
ています。
今年度より、
「賛助会員によるセミナー」を開催す
ることとなりました。
第1回目は、6月10日に「インテリアセミナー」を
開催、第一部は「デザインが日本の未来を創る」
と題して、東京より船曳鴻紅氏をお招きしてのセミ
ナー、 第二部は賛助会員のリリカラ㈱様による
「2013リリカラ壁紙説明会」を行いました。
第2回目は、6月18日に開催、第一部は、賛助会
員の物林㈱様による「木材利用ポイントセミナー」、
第二部は、賛助会員のピーエス㈱様による「店舗・
レストラン・ホテルにおけるピーエスHRヒーターの
活用事例」についてセミナーを行いました。
第3回目は、7月5日に開催、賛助会員の大光電
機㈱による「LEDは進化から真価が問われる時代
へ」
と題してセミナーを行いました。
10月5日・6日に継続参加しております「ミニ
さっぽろ」では、小学3・4年生にインテリアデザイン
のお仕事を体験していただきました。
10月23日〜27日には、札幌デザインウィーク
に参加しました。
札幌駅前通地下歩行空間を会場に、
「ミニミニ
ワークショップ」を開催して小学生及び、一般の
大人の方にインテリアデザインを体験していただ
きました。
また、
「未来予想図〜大人キッチンと子供キッチン
の空間展示〜」を賛助会員のクリナップ㈱様の協賛
による展示を行いました。
3月15日には2年間中断しておりました「ボウリ
ング大会」を開催し、楽しく親睦を図ることができま
した。
来年度も、皆様のお役にたてる企画を考えてまい
りますので皆様のご協力をお願いいたします。

交流・事業委員会

村田

光吉

情報委員会
は、会の活動報

情報委員会

告と会員相互の
情報交換を行い
ます。
実活動としてはIPNEWSの発刊とHIPA HPの

委員長

田路

仁

維持管理となります。
現メンバーでのIPNEWSは今回で最終となり
ます。
Vol.25号より「外向きに作る」と考えて参り
ました。
HP（ホームページ）とIPNEWS両方を使い広
く情報発信することで会員増につなげたと考えて
きましたがなかなか結果が出ない状況でした。
今回のVol.29号は、原点回帰まさに「会員相
互の情報交換」として製作いたしました。どちら
が良いのかは、難しい部分があります。
HPについても個人情報への配慮と、活動の報
告・告知などとの問題もあります。その点につき
ましては、新しい委員長と委員の皆様にご検討を
お願いしたいと思います。

HIPA

Hokkaido Interior Planner's Association 2013 Review

活

4月 12日
7日

2013年度インテリアプランナー試験案内配布開始
HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第2回理事会

		24日

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 総会

容

		17日

6月 10日
船曳さんセミナー後の集合写真

内

5月

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第1回理事会

動

2013年

インテリアセミナー

			

「デザインが日本の未来を創る（第一部）」

			

「2013 リリカラ壁紙説明会（第二部）」

		18日

賛助会員によるセミナー

			

「木材利用ポイントセミナー（第一部）」

船曳

鴻紅 氏

リリカラ㈱
物林㈱

			「店舗・レストラン・ホテルにおけるピーエスHRヒーターの活用事例（第二部）
」
ピーエス㈱

7月

5日

賛助会員によるセミナー

			

「LEDは進化から真価が問われる時代へ」

大光電機㈱

		20日

北広島の浦邸にてBBQパーティー開催

		26日

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第3回理事会

		31日	インテリアプランナー受験申込書頒布開始／
			

設計製図試験の設計課題発表

			

【設計製図試験の設計課題／公園にあるブックカフェのインテリア】

8月
ミニさっぽろ 2013 参加

1日

インテリアプランナー受験申込受付開始

9月 20日

インテリアプランナー受験申込受付終了

			

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第4回理事会

10月

5日
〜6日
		

ミニさっぽろ2013 参加

		23日

SAPPORO DESIGN WEEK 2013 参加

〜 27日
			

「インテリアデザインのお仕事」
・パネル展示（賛助会員クリナップさんの協賛）
・ワークショップ
（インテリアデザイン体験教室）

11月 10日

インテリアプランナー試験直前講習会

		17日

インテリアプランナー試験日
（学科＋設計製図試験）

		22日

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第5回理事会

12月 13日

クリスマス・デザイナーズ・パーティー協賛

		28日

HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第6回理事会

2014年

1月 28日
2月 14日
SAPPORO DESIGN WEEK 2013 参加

		20日

3月 15日

HIPA／北海道インテリアプランナー協会新年会
HIPA／北海道インテリアプランナー協会 2013年度 第7回理事会
インテリアプランナー試験合格者発表
ボウリング大会
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対 会
協
談 案 内 東 口

◆協

会

案

内

1987年、建設省の告示に基づきインテリアプランナーの資格制度が発足し、
その後インテリアプランナーの重要性が認識されるとともに、日本全国で資格取
得者が増加してきました。

Japan Federation of Interior Planner's Association
一般社団法人

北海道インテリアプランナー協会（略称：HIPA）は、全国初のインテリアプラ
ンナーの資格団体として1991年に設立されました。その後、全国各地でインテ
リアプランナーの協会が発足すると、1998年には全国の協会を統合した日本イ
ンテリアプランナー協会協議会が発足しました。その後2004年12月に法人日
本インテリアプランナー協会が設立されました。
協会では、インテリアプランナーの知識向上に始まり、一般的なインテリアに
対する知識の普及や啓発を通して社会に貢献することを目標として、研鑚の日々
を送っています。

日本インテリアプランナー協会

■北海道インテリアプランナー協会

〒001-0923 札幌市北区新川3条12-9-11
TEL/FAX：011-765-3309
http://www.hipa.biz/ E-mail:mail@hipa.biz

■岩手県インテリアプランナー協会
〒024-0012 岩手県北上市常磐台1-1-27
㈲設計集団次元 内
TEL/FAX：0197-61-6700
E-mail:s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp
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■山形インテリアプランナー協会

会

×

入
正 会 員

会

費

〒990-0832 山形市城西町5-14-31
㈲笹原デザイン設計室

金

年

10,000円

会

費

12,000円

準 会 員

ＴＡＫＵ

18,000円

賛助会員

20,000円を一口とする

学生会員

15,000円

TEL/FAX：023-645-3533
E-mail:s-design-risuke@msj.biglobe.ne.jp

■東京インテリアプランナー協会
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19
東京デザインセンター3F
TEL：03-3446-8860 FAX：03-3446-1417
http://www.jipat.gr.jp E-mail:office@jipat.gr.jp

■静岡県インテリアプランナー協会
〒420-0064 静岡市葵区本通10-30

黒田設計㈱

TEL/FAX：054-255-8027
http://ipas2006.hp.infoseek.co.jp/
E-mail:dzh00273@nifty.com

◆平成26年度インテリアプランナー試験日程
試験案内配布開始：5 月 7 日（水）

■中部インテリアプランナー協会
〒460-0011 名古屋市中区大須1-2-14 櫻屋ビル1F
TEL/FAX：052-209-9600
http://www.chubu-ip.com

設計製図試験の設計課題公表：7 月 31 日（木）

E-mail:cip@chubu-ip.com

受験申込書頒布：7 月 31 日（木）〜 9 月 19 日（金）

■北陸インテリアプランナー協会

受験申込書受付：8 月 1 日（金）〜 9 月 19 日（金）
試験日：11 月 16 日（日）
（学科試験及び設計製図試験）
合格者の発表：平成 27 年 2 月 19 日（木）頃

〒920-0861 金沢市三社町11-16
金沢科学技術専門学校
TEL/FAX：076-222-1023
E-mail:yamakoshi@kist.ac.jp

■一般社団法人 関西インテリアプランナー協会

詳細については、当センターが5月7日より配布する
「平成26年度インテリアプランナー試験案内」をご覧下さい。
なお、同試験案内は当ホームページにも掲載します。

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-13
ヤマトビル本館9F
TEL：06-6266-5735 FAX：06-6266-5745
http://www.jipa.net/kipa E-mail:kipa@jipa.net

■中国インテリアプランナー協会
〒731-5135 広島市佐伯区海老園1-13-7
㈲エルイーオー設計室
TEL：082-923-2132 FAX：082-922-0018

◆設計製図試験・直前講習会のご案内

http://cipa21.com/ E-mail:cipa@cipa21.com

北海道インテリアプランナー協会では、インテリアプランナー試験・直前講習
会を実施しております。昨年度も、この講習会からの合格者が出ています。
【講習会概要】

アーキデザイン校
http://www.9.ocn.jp/~nipa/ E-mail:nipa@tune.ocn.ne.jp

日

時：10月にHIPAホームページにて、ご案内いたします

内

容：設計課題に沿って講師が指導
・受験の心得（時間配分、試験会場の雰囲気

ほか）

・平面図兼家具配置図・透視図・断面図・その他
【今年度の講習会のお問い合わせ先】
事務局

TEL・FAX：011-765-3309
URL：http://www.jaeic.or.jp/ip-nittei.htm
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〒810-0041 福岡市中央区大名1-9-45-403
TEL：092-751-3303 FAX：092-751-8088

名称：インテリアプランナー試験（設計製図）講習会

北海道インテリアプランナー協会

■西日本インテリアプランナー協会

E-MAIL：mail ＠ hipa.biz

財団法人 建築技術教育普及センター北海道支部

株式会社札幌ファニチャー

アイカ工業株式会社 札幌支店

株式会社サンゲツ 札幌店

株式会社あさひ製作所

シンコール株式会社 北海道本社

有限会社小笠原工芸社

大光電機株式会社 札幌支店

㈱川島織物セルコン
札幌営業所

ケント・ハウス株式会社

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル6階
TEL：011-221-3150

〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条5丁目1-4
TEL：011-811-9201

〒003-0011 札幌市白石区中央1条2丁目1-37
TEL：011-832-3111

〒062-0911 札幌市豊平区旭町5丁目2-7
TEL：011-811-6028

〒060-0051 札幌市中央区南1条東6丁目1-1
TEL：011-209-0123

〒062-0039 札幌市豊平区西岡538-26
TEL：011-582-8120

〒064-0804 札幌市中央区南4条西13丁目2-2
TEL：011-561-8067

東日本・北関東営業部

〒065-0008 札幌市東区北8条東10丁目1-1
㈱LIXIL北海道支社内
TEL：011-330-1777

〒003-0012 札幌市白石区中央2条3丁目3-10
TEL：011-841-3731

〒064-0946 札幌市中央区双子山4丁目1-10
TEL：011-511-0303

株式会社キッチンハウス札幌

〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-3
TEL：011-200-2737

クリナップ株式会社 北海道支店

〒003-0023 札幌市白石区南郷通11丁目北1-30
TEL：011-864-8007

ニッポー・コーポレーション株式会社

〒003-0023 札幌市白石区南郷通14丁目2-23
TEL：011-846-7430

株式会社Hand Made

〒004-0867 札幌市清田区北野7条4丁目11-20
ホワイトヴィラ74 1階
TEL：011-888-1122

株式会社タジマ 札幌営業所

〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目4 タケダ札幌ビル1階
TEL：011-231-8261

株式会社福住

札幌斉藤木材株式会社

〒065-0012 札幌市東区北12条東1丁目4-23
TEL：011-753-4555

〒060-0041 札幌市中央区大通東2丁目15番地 フジミツビル4階
TEL：011-231-2082

北海道芸術デザイン専門学校

ピーエス株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西8丁目
TEL：011-717-6949

北海道支店

〒061-1112 北広島市共栄41-3
TEL：011-372-7605

東リ株式会社 札幌営業所

白馬堂印刷株式会社

〒062-0911 札幌市豊平区旭町3丁目1-7
TEL：011-833-0040

〒064-0823 札幌市中央区北3条西25丁目
TEL：011-621-1471

物林株式会社 北海道支店

ホクレンホームセンター

〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目10-2
札幌HSビル
TEL：011-271-1188

〒060-0905 札幌市東区北5条東7丁目
TEL：011-711-3003
キュウ ノ

リリカラ株式会社 札幌支店

及 能株式会社

〒063-0832 札幌市西区発寒12条12丁目2-20
TEL：011-666-2125

〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-26
TEL：011-215-0540

〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目18番地1
TEL：011-746-5545

トーソー株式会社 札幌支店

株式会社カンディハウス札幌

小林商事株式会社 札幌開発部

〒061-1270 北広島市大曲279-70
TEL：011-377-2177

協 会 案 内

賛 助 会 員

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目3-5
TEL：011-851-2299

富田ビル6階

株式会社タイセイ

〒060-0032 札幌市中央区北2条東12丁目98-12 RSビル3F
TEL：011-242-6010
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