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財団法人　建築技術教育普及センター北海道支部
〒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

株式会社あさひ製作所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 5 丁目 2-7
TEL:011-811-6028

株式会社イチムラ
〒067-0051　江別市工栄町 22 番地の１
TEL:011-351-3000
 
有限会社小笠原工芸社
〒062-0039　札幌市豊平区西岡 538-26
TEL:011-582-8120 

株式会社川島織物セルコン札幌営業所
〒065-0008　札幌市東区北8条東10丁目1-1（株）
TEL:011-330-1777

株式会社カンディハウス札幌
〒064-0946　札幌市中央区双子山 4 丁目 1-10
TEL:011-511-0303

株式会社北川
〒065-0020　札幌市東区北 20 条東 16 丁目 5-29
TEL:011-783-0181

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 12 丁目 5-3
TEL:011-200-2737
 
及能株式会社（キュウノ）
〒062-0051　札幌市豊平区月寒東 1 条 17 丁目 3-5
TEL:011-851-2299
 
ケント・ハウス株式会社
〒060-0809　札幌市北区北 9 条西 4 丁目 18 番１
TEL:011-746-5545

小林商事株式会社　札幌開発部
〒060-0042　札幌市中央区大通 8 丁目 2-39　北大通りビル 6 階
TEL:011-215-0540

札幌斎藤木材株式会社
〒003-0827 札幌市白石区菊水元町 7 条 2 丁目 6-1
TEL:011-876-2082

株式会社札幌ファニチァー
〒061-1270 北広島市大曲 279-70
TEL:011-377-2177
 
株式会社サンゲツ北海道支社
〒064-0804 札幌市中央区南四条西 10 丁目 1004 番地 2 
TEL:011-251-3150　　　　　　　SYOKUSAN ビル 3 階
 
シンコール株式会社　北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6 丁目 1-1
TEL:011-209-0123

 

 

 
大光電機株式会社　札幌支店
〒064－0804 札幌市中央区南 4 条西 13 丁目 2-2
TEL:011-561-8067

東北木材株式会社
〒047－0261 小樽市銭函 3 丁目 280 番地
TEL:0134-62-3211

東リ株式会社　札幌営業所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 3 丁目１－７
TEL:011-833-0040

トキワ産業株式会社　札幌営業所
〒065-0021 札幌市東区北 21 条東 3 丁目 1-12
TEL:011-723-1988
 
トーソー株式会社　札幌支店
〒003-0012 札幌市白石区中央 2 条 3 丁目 3-10
TEL:011-841-3731

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 丁目北 2-33
TEL:011-846-7430
 
白馬堂印刷株式会社
〒064-0823 札幌市中央区北 3 条西 25 丁目
TEL:011-621-1471
 
株式会社 Hand Made
〒004-0867 札幌市清田区北野 7 条 4 丁目 11-20
TEL:011-888-1122

ピーエス株式会社　北海道支店
〒061-1112 北広島市共栄 41-3
TEL:011-373-2221
 
株式会社福住
〒003-0021 札幌市白石区栄通 8 丁目 3-13
TEL:011-887-0116

物林株式会社　北海道グループ建設資材営業部
〒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
 
北海道芸術デザイン専門学校
〒001-0027 札幌市北区北 24 条西 8 丁目 1-12
TEL:011-756-0777

ホクレンホームセンター
〒060－0905 札幌市東区北 5 条東 7 丁目
TEL:011-711-3003
 
リリカラ株式会社　札幌支店
〒063-0832 札幌市西区発寒 12 条 12 丁目 2-20
TEL:011-666-2125
 

・正 　 会 　 員    　36 名
・一　般　会　員　 37 名
・法　人　会　員　 29 名
・アソシエイト会員　1 名

会 員 数　「2020 年 3 月現在」

北海道インテリアプランナー協会　法人会員

LIXIL北海道支社内

■HIPA ルスツバスツアー

■デザインセミナー 2019

■2019 活動をふりかえって

■HIPA 行事内容

■新入会員の紹介

■優秀学生表彰



HIPA ルスツバスツアー
白井 晟一設計 ‘‘ヒノキ新薬ルスツ山寮’’ をたずねる

2019.oct.19

　　　　　　　　

　

NIKI Hills Winery
二木ヒルズワイナリー

「 白井 晟一 について 」

① 正面入り口にて集合写真

② 安田侃作　帰門

③ 外壁レンガ

④ 東側

⑤ 北側正面入り口

⑦ 南側テラス

⑥ミングレンチェア

①

②

③
④

⑦

⑥

松 濤 美 術 館

登 呂 芹 沢 惠 美 術 館

親 和 銀 行

松田（ HIPA )  /  PHOTO

⑤

　ルスツ山寮は昭和４７年、尻別岳山麓の傾斜地に阿部 武彦氏（ヒノキ新薬 代表取締役）が保養所として建てました。

当時、阿部 武彦氏がヨーロッパに滞在中 白井 晟一氏の長男と交流があり、それが縁で白井 晟一氏に設計を依頼したと

いわれています。施工は大成建設です。　日本の建築界において独自の空間を作り上げた白井 晟一の道内唯一の作品で

あり、彼のファンにとっては見逃せないツアーとなりました。

　午前 9 時、バスは札幌駅を出発ルスツに向かいました。ルスツ山寮は国道からかなり入った山道を抜けたなだらかな

傾斜地にひっそりとたたずんでいました。外観は様々な色と形の煉瓦が積まれ（野幌産 焼き過ぎ煉瓦積）味のある落ち

着いた印象を与えています。南側の外壁は白の吹き付け塗装で、深く跳ねだした軒とテラスが影を作り緑の芝生との対

比がとても美しく、内部はエントランスを抜けると階段がある吹き抜けのホールが広がります。ここより北側に食堂が

あり、南側には 2 層の宿泊棟があります。ロビーにおかれているチエアーは白井晟一氏が彫刻家 流 政之氏にお願いして

作った「ミングレンチエア」など家具や調度品を含めほぼ竣工時の状態で使用しています。メンテナンスが行き届いて

おり、築４９年の古さを全く感じさせないデザインも設計者の独特な感性がうかがわれます。

　現在も保養所として使用しており、内部は残念なことにすべて撮影禁止となっておりました。施設管理の平野さんの

案内で外部、内部、車庫棟と回り、昼食はこちらの食堂にて新鮮な有機栽培野菜のカレーをおいしくいただき、白井晟

一の世界を堪能し山寮を後にしました。北海道遺産として永く残しておきたい貴重な建物です。

　ルスツからおよそ 2 時間をかけて、次の目的地のNIKI Hills

 Winery に向かいました。

　仁木町の豊かな自然の中に２０１９年７月にグランドオ

ープンした滞在型ワイナリー。研修棟は木造在来工法での広

い空間を確保しており、仕上げ前の木組の状態は見ごたえが

あった事でしょう。外壁はコルクタイル貼りです。

　この日は偶然に滞在していた CEO に館内を案内していた

だき、レストランで今年出来たての白ワインのテイスティン

グを堪能できました。研修中で見どころの長さ４０メートル

ある地下のワインセラーを見学できなかったのは残念でした。

　ぜひ晴れた日に一万坪を超えるナチュラルガーデンを散策

し、屋上テラスでブドウ畑を眺めワインを楽しむひと時を、

おすすめいたします。

交流委員会　河村利枝子

１９０５年　　　　　京都市に生まれる。

１９２４年　４月　　京都高等工芸学校 図案科に入学。 

　　　　　　　　　　現在の京都工芸繊維大学 工芸科学部デザイン・
　　　　　　　　　　建築学課程　
　　　　　　　　　　一方、京都帝国大学の美学の聴講に勤しむ。

１９２９年 １２ 月　母・エン 逝去。これを契機に渡欧を決意。

　　　　　　　　　　ドイツへ留学。

　　　　　　　　　　ベルリン大学哲学科で哲学を学ぶ。

　　　　　　　　　　帰国後昭和１０年から建築家としての活動に入る。

１９６１年　　　　　　「秋ノ宮村役場」「善照寺」

１９６６年　　　　　　「親和銀行本店」

　　　　　　　　　　日本建築学会賞、建築年鑑賞、毎日芸術賞

１９７５年　　　　　　「ノア・ビル」

　　　　　　　　　　日本サインデザイン賞

１９８ 0年　　　　　　「松濤美術館」

１９８１年　　　　　　「登呂芹沢惠美術館」

　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・ 　経　歴　 ・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・　代　表　作　・・・・・・・・・・・

その他

　建築家としての面が有名であるが、自著を含め多くの装丁デザインを手がけており、

特に株式会社 中央公論新社が発行している新書「中公新書」や文庫「中公文庫」の

カバーを外した時に現れる鳥が描かれた装丁は、いまだ白井氏がデザインしたものが

使用されている。また幼少時に京都市内の近所の寺で習字を習っていたことから書家 

顧之 昏元と号して多くの作品があり個展をたびたび開催していた。
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　　台風 19 号が日本列島に甚大なダメージを与えて去った 3 日後、「フィールド・フォー

　デザインオフィス　代表取締役社長　志村美治先生」を講師として東京よりお招きし、

学校法人美専学園と HIPA 北海道インテリアプランナー協会共催による「デザインセミナ

ー 2019」を 10/15 午後に開催いたしました。志村先生は武蔵野美術大学修士課程修了後

　清水建設設計本部に入社。1985 年からシンガポール留学を経て1989 年よりフィールド・

フォーデザインオフィス設立の中枢メンバーとして活動され、2014 年に代表取締役社長

に就任し、国内外で建築・インテリアからランドスケープデザインまで幅広いジャンルの

デザイン及び経営のディレクションを行っていらっしゃいます。数々の受賞作品を創り出

す中、同年から母校の武蔵野美術大学で客員教授としてインテリアデザインを教えておら

れます。会場は創立 50 周年を迎えた道内初めての美術系専門学校、美専学園校舎のデッ

サン室。美術の専門学校らしく石膏像や学生のデッサン作品が展示される中　建築デザイ

ン学科・環境デザイン学科のインテリアとクラフト専攻の学生と講師　総勢 94 名そして北海道インテリアプランナー協会会員

20 名が揃った中、講演は始まりました。

　グイグイ引き込まれる熱いお話で 2 時間はあっという間に過

ぎ、斬新なデザイン手法を惜しげもなく学生達に講義して下さり、

卒業制作に取り組む彼等は大いに勉強になった事と思います。

何よりも手描きのスケッチやプランが最重要である事も改めて

感じ、学生達の今後の学びに大きな影響を与えて下さいました。

また素材に対する知識はデザインする時に、とても必要である

とも感じたと思います。また志村先生のデザインの姿勢がとて

も新鮮で大きなパワーを頂き、我々 HIPA 北海道インテリアプ

ランナー協会の会員も、「明日から　また元気よくデザインの

仕事に向かおう！」と思わせて頂く事が出来ました。フィール

ド・フォーデザインオフィス作品集も多数頂戴し学生達の刺激

となりました。

お忙しい中、札幌までお越し下さり、特に学生達の心に残る素

晴らしい講義をして頂きました事を、心より感謝申し上げます。

「またお会いしましょう。」とお別れしましたが、その日を北海

道インテリアプランナー協会会員一同、楽しみにしております。

     講演後のお食事会は大いに盛り上がり、ラグビー日本代表 VS スコットランド戦を観戦したお話から、大学での思い出や今の

学生の話、会社経営のお話、インテリアのお話などとても時間が足りないくらい楽しい時間をご一緒させて頂きました。30 名以上

のスタッフを率いる社長でありながらトップデザイナーの志村先生のワクワクするお話は、こんなにも周りを元気にするのだと

私はひたすら感心していたのでした。 2019.10.15　　記　情報委員長　松原祐子

『デザインセミナー 2019』　「プログラムを持ったデザイン」　　　　　　　　　　　　

学校法人美専学園　北海道芸術デザイン専門学校と北海道インテリアプランナー協会の共催

菅原　安佑

学校法人　美専学園
北海道芸術デザイン専門学校

環境デザイン学科　

インテリアコーディネーション専攻

高橋　遥郁

学校法人　北海道安達学園
専門学校札幌デザイナー学院

インテリア学科

 作品：映画館『Your space』 作品：想い重なる

①　【プログラムを持ったデザイン】をテーマに、志村先生がデザインを志すきっかけになった事から始まり、
『うち・そと・ひと・こと』『どこに何があるのか？』そのデザインする場所はどのような場所にあるのか？
は非常に重要な事。オフィスという場では『人間が鎧をまとっている場』であり、住宅やホテルは『薄着で
リラックスする場』であるとお話しされ、数あるご自身の作品から 10 作品をご紹介して頂きました。

②　【1 カラー 5 マチエール】10 作品のご紹介に共通している事は、どれもその場にあったイメージスケッチか
らクライアントと絵でコミュニケーションを図り、色彩・素材・光効果を 1/20 模型や実寸模型を使い、石・
木材・金属・照明効果をその道のプロフェッショナル達と細やかに実験・検討する事から始まります。

（志村先生は大人が模型を使って遊んでいます。とおっしゃっていました。）図面は確定していないけれど計
算され尽くした照明効果や素材表現された見事な CG パースプレゼンと竣工写真を比較しても、その寸分違
わぬ完成度に会場からため息が漏れていました。

③　【変化する事をデザインする】照明効果に関しての検討作業は重要なデザインであり、光の温度差をうまく
利用した変化を計算され尽くし、非常に魅力的なプレゼンテーション CG に終始圧倒されました。「デザイン
コンセプトは 1 本の流れのあるコンセプトである事が人に伝わりやすいのです。」ともお話しされました。

④　【sitatte sapporo】最後の作品は札幌のチ・カ・ホからのアプローチがある「札幌フコク生命ビル」でした。
アプローチにある構造体の大きな柱がデザインのネックでしたが、そこに敢えて「皮をむいた大きな丸太」
をランダムに配置し、照明効果を活かした事で、まるで都会にある森や林のオアシス空間に吸い込まれるよ
うなデザインが生まれました。昼休みなどには多くの OL やサラリーマンが床暖房された階段状のスペース
で思い思いの時間を過ごしており、楽しい空間デザインの演出が狙い通り利用されていると、志村先生の
お話からも感じることができました。

デザインセミナー 2019

神奈川県鎌倉生まれ1954　
子供のころ、勉強大嫌い！クレヨンで描いたドナルドダックを
祖母に褒められその気になって美学の道へ。大学に入って、
社会に出て、やみくもにデザインし、分かった気になり量産
生活26年間。50歳、 めぐり合ったプロジェクトで新しいフェー
ズに突入。いままではなんだったの？「話を聞いて + 調べて 
+ 説明して + 吸収して」このプロセスデベロップメントから
生まれるのがデザインかもしれない。きっとそうだ！それから
15年経過し、また新しいデザインプロセスへの出会い研鑽中。 2017　SITATTE SAPPORO

インテリアプランニングアワード2018（特別審査員賞）
JCD（銀賞）グッドデザインDSA（地域賞）

志村　美治
代表取締役社長

株式会社

フィールドフォー・デザインオフィス

SHIMURA Yoshiharu

https://www.field4.co.jp
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総務委員会

委員長

青木　繁美

交流 ・事業委員会

委員長

手塚　哲也

情報委員会

委員長

松原　祐子

2019　活動をふりかえって

個人的な話題で申し訳ありま

せんが、私は設計事務所を開

設しています。事務局は一人

のため、片手間の仕事となっ

ています。地方の仕事もあり、

不在となることも多く、みな

さま方にご迷惑お掛けするこ

とが多々あります。特に２０

１９年度は、オフィシャルの

仕事で悲鳴を上げる状態が続

いていました。とはいえ、新

しい会員が昨年度も多数入っ

ていただき、新たなうねりを

感じる今日この頃です。

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を目的にした

活動を行っています。令和元年とな

りました昨年は、新しい試みとして

総会の懇親会に合わせて交流会を企

画しました。嬉しいことに新しい仲

間が増えるという結果に繋げることが

できました。10 月には『ミニさっぽろ』

に参加し、沢山の子供達がブースに

来場してくれました。100 人の子供が

いれば 100 の個性があり、プレゼンボ

ードを作成する子供達の姿を見ている

だけでも本当に楽しいです。建築やデ

ザインに興味をもつキッカケとなって

もらえたら嬉しく思います。

同じく 10 月には『ルスツバスツアー』

情報委員会の活動は　ホームページ

・Facebook の管理と更新、デザイン

セミナーの企画運営、IPNEWS 発行

　令和２年が始まり、積雪少なく心配された雪祭も終わり、オリンピック・パラ

リンピックの開催を待ち望みながら、穏やかな一年になるかと思っておりました

ら、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」なるものが襲ってきて、大変な一年が始まりました。各分野

で色々な影響が出て来るのが心配です。昨年は各委員会が活発に活動して頂き、

会員の皆様にも参加・ご協力頂きありがとうございました。今年も会員の皆様の

研鑽と協会の普及に向けて、新しい情報の下に有意義な企画・事業を提供したい

と考えております。セミナー・見学会等は他団体と積極的に情報交換をして、相

互に会員が参加出来る環境を作りたいと思っています。普及活動に関しましては、

2013 年から参加しています「ミニさっぽろ」のワークショップを経験してくれた

子供達がいよいよ建築・インテリアデザインの学校へ入学して本格的に学ぶ年齢

になってきました。その子供達から、たくさんの「インテリアプランナー」が生

まれ、育つ事を願って今後も参加していきます。又、建築技術普及センターホー

ムページにて「透視図の描き方」など数多くの動画を配信していただき、建築士・

インテリアプランナーのみならずこれから建築を学ぼうとされている学生等の人

材育成・資質向上の支援をしていただいております。皆さまにおかれましても、どう

か私共の事業活動にご理解、ご協力を頂きご支援の程宜しくお願い申し上げます。

パース及び直前講習会では 2～3名

の参加と低迷しより多くの参加を願

う所です。新年会ではセミナーを新

会員の弁理士　熊野彩様に「インテ

リアと知的財産権　改正意匠法の解

説と共に」をテーマに有意義な講義

をして頂きました。優秀学生表彰で

は美専学園と札幌デザイナー学院の

2名の学生をHIPAより表彰いたしま

した。交流会含め更に会の活動が認

知され会員の増加若返りに繋がれば

と思います。

を開催し白井晟一の北海道唯一の作品

である『ヒノキ新薬ルスツ山寮』を特

別に見学しました。雨模様にも関わら

ず楽しい時間を過ごすあまり、少々予

定の時間をオーバーしてしまいました…

今後も交流事業委員会では、皆様に

関心を持っていただけることはもちろ

んのこと、新規会員が増えるような企

画を考えてまいりますので、皆様のご

協力を何卒お願い申し上げます。

の役目を担っています。2019 年は HP

に関して多くの打ち合わせを重ねて参

りました。今以上に簡単に検索でき多

くの情報を発信する場となるように、

再度、話し合いを重ねて参りたいと思

います。また『2019 デザインセミナー』

はインテリアデザインの楽しさを改め

て感じる事が出来ました。この為にわざ

わざ東京よりお越し下さった志村先生に

は心より感謝申し上げます。何よりHIPA

の皆様のご協力があって 2019 年度活動

を終える事が出来ました。

2020 年度も情報委員会をよろしく

お願いいたします。
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一般社団法人 日本インテリアプランナー協会
〒141-0022
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E-mail:info@jipa-offical.org

HIPA北海道インテリアプランナー協会 
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 E-mail:mail@hipa.biz

IIPA岩手県インテリアプランナー協会
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YIPA山形インテリアプランナー協会
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E-mail:info@one2.jp

JIPAT(一社)東京インテリアプランナー協会
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E-mail:office@jipat.gr.jp

IPAS静岡県インテリアプランナー協会
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HIPA北陸インテリアプランナー協会
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佐藤　文美（さとう　あやみ）
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新入会員の紹介

HIPA 行事内容　2019 年 4 月～2020 年１月

正会員

北海道インテリアプランナー協会

会長　内村　喜憲 事務局長　松田　秀章

[4月]

[5月]

[6月]
[7月]

[8月]

[9月]

[10月]

[11月]

[12月]

[1月]

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 1 回理事会 (4/12)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期頒布 (3/15～4/26)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期受付 (3/18～4/26)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 2 回理事会 (5/17)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 28 回定時総会 (5/24)
会場：ホテルポールスター札幌
●インテリアプランナー学科試験 (6/23)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 3 回理事会 (7/19)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期頒布 (8/30～9/30)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期受付 (9/2～9/30)＊注
●パース講習会 (9/3・10・17・24)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 4 回理事会 (9/6)
●パース講習会 (10/1)
●ミニさっぽろ 2019 参加

「インテリアデザインのお仕事」(10/5～10/6）
●デザインセミナー (10/15)
会場：北海道芸術デザイン専門学校
●ルスツバスツアー (10/19)
●インテリアプランナー
設計製図試験・直前講習会 (10/27)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 5 回理事会 (11/15)
●インテリアプランナー設計製図試験 (11/17)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
2019 年新年会・ミニセミナー (1/24)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 6 回理事会 (1/17)

http://www.jaeic.or.jp＊注：受付は建築技術教育普及センターにて
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HIPA の活動の輪が増殖し成長していけるよう、その願い
を込めて表紙をデザインいたしました。更に彩りある活動
を次号でもご紹介出来ますよう、皆様のご参加とご協力を
お待ちしております。  　　　 （いまい）
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総務委員会

委員長

青木　繁美

交流 ・事業委員会

委員長

手塚　哲也

情報委員会

委員長

松原　祐子

2019　活動をふりかえって

個人的な話題で申し訳ありま

せんが、私は設計事務所を開

設しています。事務局は一人

のため、片手間の仕事となっ

ています。地方の仕事もあり、

不在となることも多く、みな

さま方にご迷惑お掛けするこ

とが多々あります。特に２０

１９年度は、オフィシャルの

仕事で悲鳴を上げる状態が続

いていました。とはいえ、新

しい会員が昨年度も多数入っ

ていただき、新たなうねりを

感じる今日この頃です。

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を目的にした

活動を行っています。令和元年とな

りました昨年は、新しい試みとして

総会の懇親会に合わせて交流会を企

画しました。嬉しいことに新しい仲

間が増えるという結果に繋げることが

できました。10 月には『ミニさっぽろ』

に参加し、沢山の子供達がブースに

来場してくれました。100 人の子供が

いれば 100 の個性があり、プレゼンボ

ードを作成する子供達の姿を見ている

だけでも本当に楽しいです。建築やデ

ザインに興味をもつキッカケとなって

もらえたら嬉しく思います。

同じく 10 月には『ルスツバスツアー』

情報委員会の活動は　ホームページ

・Facebook の管理と更新、デザイン

セミナーの企画運営、IPNEWS 発行

　令和２年が始まり、積雪少なく心配された雪祭も終わり、オリンピック・パラ

リンピックの開催を待ち望みながら、穏やかな一年になるかと思っておりました

ら、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」なるものが襲ってきて、大変な一年が始まりました。各分野

で色々な影響が出て来るのが心配です。昨年は各委員会が活発に活動して頂き、

会員の皆様にも参加・ご協力頂きありがとうございました。今年も会員の皆様の

研鑽と協会の普及に向けて、新しい情報の下に有意義な企画・事業を提供したい

と考えております。セミナー・見学会等は他団体と積極的に情報交換をして、相

互に会員が参加出来る環境を作りたいと思っています。普及活動に関しましては、

2013 年から参加しています「ミニさっぽろ」のワークショップを経験してくれた

子供達がいよいよ建築・インテリアデザインの学校へ入学して本格的に学ぶ年齢

になってきました。その子供達から、たくさんの「インテリアプランナー」が生

まれ、育つ事を願って今後も参加していきます。又、建築技術普及センターホー

ムページにて「透視図の描き方」など数多くの動画を配信していただき、建築士・

インテリアプランナーのみならずこれから建築を学ぼうとされている学生等の人

材育成・資質向上の支援をしていただいております。皆さまにおかれましても、どう

か私共の事業活動にご理解、ご協力を頂きご支援の程宜しくお願い申し上げます。

パース及び直前講習会では 2～3名

の参加と低迷しより多くの参加を願

う所です。新年会ではセミナーを新

会員の弁理士　熊野彩様に「インテ

リアと知的財産権　改正意匠法の解

説と共に」をテーマに有意義な講義

をして頂きました。優秀学生表彰で

は美専学園と札幌デザイナー学院の

2名の学生をHIPAより表彰いたしま

した。交流会含め更に会の活動が認

知され会員の増加若返りに繋がれば

と思います。

を開催し白井晟一の北海道唯一の作品

である『ヒノキ新薬ルスツ山寮』を特

別に見学しました。雨模様にも関わら

ず楽しい時間を過ごすあまり、少々予

定の時間をオーバーしてしまいました…

今後も交流事業委員会では、皆様に

関心を持っていただけることはもちろ

んのこと、新規会員が増えるような企

画を考えてまいりますので、皆様のご

協力を何卒お願い申し上げます。

の役目を担っています。2019 年は HP

に関して多くの打ち合わせを重ねて参

りました。今以上に簡単に検索でき多

くの情報を発信する場となるように、

再度、話し合いを重ねて参りたいと思

います。また『2019 デザインセミナー』

はインテリアデザインの楽しさを改め

て感じる事が出来ました。この為にわざ

わざ東京よりお越し下さった志村先生に

は心より感謝申し上げます。何よりHIPA

の皆様のご協力があって 2019 年度活動

を終える事が出来ました。

2020 年度も情報委員会をよろしく

お願いいたします。
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一般社団法人 日本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
TEL:03-3447-1755 
E-mail:info@jipa-offical.org

HIPA北海道インテリアプランナー協会 
〒004-0863 
　札幌市清田区北野3条5丁目12-22
 TEL/FAX:011-882-3322
 http://www.hipa.biz/
 E-mail:mail@hipa.biz

IIPA岩手県インテリアプランナー協会
TEL:0197-65-2544
E-mail:s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

YIPA山形インテリアプランナー協会
TEL:0233-35-2112
E-mail:info@one2.jp

JIPAT(一社)東京インテリアプランナー協会
TEL:03-3446-8860
E-mail:office@jipat.gr.jp

IPAS静岡県インテリアプランナー協会
TEL:054-255-8027
E-mail:dzh00273@nifty.com

CIP中部インテリアプランナー協会
TEL:052-265-5110 
E-mail:cip@chubu-ip.com

HIPA北陸インテリアプランナー協会
TEL:070-5633-4241 
E-mail:info@jyukukan.jp

KIPA(一社) 関西インテリアプランナー協会
TEL:06-6266-5735 
 E-mail:info@kipa.or.jp

CIPA中国インテリアプランナー協会
TEL:082-923-2132 
 E-mail:cipa.chugoku@gmail.com

KYUPA九州インテリアプランナー協会
TEL:092-751-3303 
E-mail:nipa@tune.ocn.ne.jp

Japan Federation of Interior Planner's Association

佐藤　文美（さとう　あやみ）
一級建築士事務所　ティーサイズ
〒063-0914
札幌市中央区南 14 条西 8 丁目 4-13
TEL :011-826-6886
Email:ayami@t-size.net

新入会員の紹介

HIPA 行事内容　2019 年 4 月～2020 年１月

正会員

北海道インテリアプランナー協会

会長　内村　喜憲 事務局長　松田　秀章

[4月]

[5月]

[6月]
[7月]

[8月]

[9月]

[10月]

[11月]

[12月]

[1月]

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 1 回理事会 (4/12)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期頒布 (3/15～4/26)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期受付 (3/18～4/26)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 2 回理事会 (5/17)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 28 回定時総会 (5/24)
会場：ホテルポールスター札幌
●インテリアプランナー学科試験 (6/23)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 3 回理事会 (7/19)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期頒布 (8/30～9/30)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期受付 (9/2～9/30)＊注
●パース講習会 (9/3・10・17・24)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 4 回理事会 (9/6)
●パース講習会 (10/1)
●ミニさっぽろ 2019 参加

「インテリアデザインのお仕事」(10/5～10/6）
●デザインセミナー (10/15)
会場：北海道芸術デザイン専門学校
●ルスツバスツアー (10/19)
●インテリアプランナー
設計製図試験・直前講習会 (10/27)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 5 回理事会 (11/15)
●インテリアプランナー設計製図試験 (11/17)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
2019 年新年会・ミニセミナー (1/24)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 6 回理事会 (1/17)

http://www.jaeic.or.jp＊注：受付は建築技術教育普及センターにて
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財団法人　建築技術教育普及センター北海道支部
〒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

株式会社あさひ製作所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 5 丁目 2-7
TEL:011-811-6028

株式会社イチムラ
〒067-0051　江別市工栄町 22 番地の１
TEL:011-351-3000
 
有限会社小笠原工芸社
〒062-0039　札幌市豊平区西岡 538-26
TEL:011-582-8120 

株式会社川島織物セルコン札幌営業所
〒065-0008　札幌市東区北8条東10丁目1-1（株）
TEL:011-330-1777

株式会社カンディハウス札幌
〒064-0946　札幌市中央区双子山 4 丁目 1-10
TEL:011-511-0303

株式会社北川
〒065-0020　札幌市東区北 20 条東 16 丁目 5-29
TEL:011-783-0181

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 12 丁目 5-3
TEL:011-200-2737
 
及能株式会社（キュウノ）
〒062-0051　札幌市豊平区月寒東 1 条 17 丁目 3-5
TEL:011-851-2299
 
ケント・ハウス株式会社
〒060-0809　札幌市北区北 9 条西 4 丁目 18 番１
TEL:011-746-5545

小林商事株式会社　札幌開発部
〒060-0042　札幌市中央区大通 8 丁目 2-39　北大通りビル 6 階
TEL:011-215-0540

札幌斎藤木材株式会社
〒003-0827 札幌市白石区菊水元町 7 条 2 丁目 6-1
TEL:011-876-2082

株式会社札幌ファニチァー
〒061-1270 北広島市大曲 279-70
TEL:011-377-2177
 
株式会社サンゲツ北海道支社
〒064-0804 札幌市中央区南四条西 10 丁目 1004 番地 2 
TEL:011-251-3150　　　　　　　SYOKUSAN ビル 3 階
 
シンコール株式会社　北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6 丁目 1-1
TEL:011-209-0123

 

 

 
大光電機株式会社　札幌支店
〒064－0804 札幌市中央区南 4 条西 13 丁目 2-2
TEL:011-561-8067

東北木材株式会社
〒047－0261 小樽市銭函 3 丁目 280 番地
TEL:0134-62-3211

東リ株式会社　札幌営業所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 3 丁目１－７
TEL:011-833-0040

トキワ産業株式会社　札幌営業所
〒065-0021 札幌市東区北 21 条東 3 丁目 1-12
TEL:011-723-1988
 
トーソー株式会社　札幌支店
〒003-0012 札幌市白石区中央 2 条 3 丁目 3-10
TEL:011-841-3731

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 丁目北 2-33
TEL:011-846-7430
 
白馬堂印刷株式会社
〒064-0823 札幌市中央区北 3 条西 25 丁目
TEL:011-621-1471
 
株式会社 Hand Made
〒004-0867 札幌市清田区北野 7 条 4 丁目 11-20
TEL:011-888-1122

ピーエス株式会社　北海道支店
〒061-1112 北広島市共栄 41-3
TEL:011-373-2221
 
株式会社福住
〒003-0021 札幌市白石区栄通 8 丁目 3-13
TEL:011-887-0116

物林株式会社　北海道グループ建設資材営業部
〒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
 
北海道芸術デザイン専門学校
〒001-0027 札幌市北区北 24 条西 8 丁目 1-12
TEL:011-756-0777

ホクレンホームセンター
〒060－0905 札幌市東区北 5 条東 7 丁目
TEL:011-711-3003
 
リリカラ株式会社　札幌支店
〒063-0832 札幌市西区発寒 12 条 12 丁目 2-20
TEL:011-666-2125
 

・正 　 会 　 員    　36 名
・一　般　会　員　 37 名
・法　人　会　員　 29 名
・アソシエイト会員　1 名

会 員 数　「2020 年 3 月現在」

北海道インテリアプランナー協会　法人会員

LIXIL北海道支社内
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■優秀学生表彰


