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Foreword 

 
 
 
 
 
 
 
 

『.DOCK』は“Document	 Of	 Creativity	 in	 Kobe”の

略で、神戸と国内外の都市、デザイナーと市民をつ

なぐ港のようなメディアになることをめざすフリー

ペーパーです。creative	 の語源であるcrescere	 に

は「つくる」「増やす」「育てる」という意味があり、

デザイン都市・神戸が考えるデザインは、目に見え

るカタチや色だけでなく、日常に存在するもの。

『.DOCK』は、それらを再発見し、育て増やしていく

活動を紹介するほか、ユネスコ・デザイン都市ネッ

トワークをいかした海外の情報など、多様な視点を

提供していきます。本誌が、身のまわりの“クリエ

イティブの種”に気づくきっかけになれば幸いです。	 

（なお、特別な道具を使ってプロがつくるものだけ

がデザインではなく、身近なものを見つめ直して工

夫することもデザインだという考えから、本誌の制

作には一般的に利用されるアプリケーション・Word	 

を使用。また、今号では「パンフレットスタンドに

立たせて置けるようにしてほしい」というご要望を

もとに、表紙ではなく中心の2枚を厚めの紙にしてい

ます）⚓	 

“.DOCK” is an abbreviation of “Document of 

Creativity in Kobe.” The free paper you hold 

in your hands is like a harbor, connecting 

Kobe to other national and international 

cities, and the designers and citizens within 

them. ‘Creative’, comes from the Latin 

crescere, which means to make, increase or 

raise. In Design City Kobe, design is 

existent in our daily lives, not just in visible 

shapes and colors. 

.DOCK offers a variety of viewpoints; 

introducing activities that rediscover, raise 

and increase, as well as international 

information from the Design City network. 

If it becomes the reason that you discover a 

“type of creativity” around you; wonderful.  

(Design is not something only pros do with 

special tools, design is coming up with ways 

to look at and reconsider the ‘familiar’ in 

your life. that’s why we made this paper in 

the widely known application, Microsoft 

Word. In addition, we’ve had requests to 

make it stand up so it’s easier to display; 

that’s why we made, not the cover, but the 

inside page thicker) ⚓ 
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デザインは特別なものでなく、なにげない日常

の中にあるもの。神戸を拠点に活躍中の人物に

「あなたにとって、デザインとは何ですか」と

質問するこのコーナー、今回は東京から神戸へ

移り住んで来られた、絵本作家のスズキコージ

さんにお聞きしました。（聞き手：ダンカン・ブ

ラザトン、二階堂薫）	 

	 

Design is nothing special; it’s in your 

casual, daily life. In this corner we ask 

people active in Kobe city what they think 

“design” is. This time round, we asked 

Koji Suzuki—a picture book artist who 

moved to Kobe—what he 

thought.  (Interview: Duncan 

Brotherton, Kaori Nikaido) 

 

 

 

I’ve spent my life looking at communities 

and settlements. I’ve been around to see 

lots of places like villages in the Oki 

Island and the Seto inland sea, and many 

in Korea, Taiwan 

 

 and China also. There’s a story in every 

person living there, every created thing 

and even in the chosen “places.” Firstly, 

you have people’s work and lifestyles in a 

given “place,” and everything designed 

appears beyond. It’s for that reason that 

I’m completely obsessed with “places.” 

You could also say I’m obsessed with the 

people who use them. When talk 

surfaced of the renovating the former 

Kobe Silk Inspection Facility (Now the 

Design Creative Center Kobe / KIITO), I 

proposed using it for a month or two 

before the remodeling. I thought that we 

could make discoveries connected to the 

future from the lifestyles and the comings 

and goings of the people who use this 

“place.” 

 

After I came to Kobe, I did a lot of 

fieldwork rediscovering it. Your view of 

the town changes upon noticing things 

you hadn’t before. The point of view (the 

location) you see differs from a bus and 

from the sky. I took a flight on a Cessna 

くらしのなかのデザイン 

「デザインは、よろこびにつながる」スズキコージ 
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Design for Life: “Design is 

connected to joy” Koji Suzuki 

 

“Design is fun, to begin with. I believe 

it’s connected to joy and comfort. It 

brings about a joy beyond just ‘fun,’ 

including everything related to your 

life, like textiles, living ware and 

picture books, of course. It becomes 

rather dull the moment you put it into 

words, though.” 

「デザインは、まず楽しいこと。よろこびや居心地の

よさにつながるものだと思います。絵本はもちろん、

生活用品やテキスタイルなど暮らしにまつわること

すべてを含み、楽しさの向こうによろこびをもたらす

もの。言葉にしたとたん、なんだかつまらなくなっち

ゃうんだけど」	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
Design For Life 

 
 
 
 
 
 



 東京には、45年住んでいました。ユニークなことを、それ

はもうたくさんやってきましたね。2011年に発生した東

日本大震災をきっかけに、東京に対する想いが、僕の

中でひと区切りついたように思います。そんなとき、「神

戸R不動産」というホームページに出会って、あれよあ

れよという間に神戸へ引っ越すことになりました。 

 

日本の数あるまちの中で、どうして神戸を選んだのかと

いうと、特にお気に入りのまちだったから。東日本大震

災が発生する以前から、ちょくちょく神戸を訪れていた

んです。下町情緒あふれる、新開地というまちでよく遊

んだりして。アートシーンのコンディションがとてもいいと

ころだなぁ、という印象も抱いていました。 

 

神戸は山と海がせまっていて、かわいらしいというか、

いろんなことが「ちょうどいい」。開港以来、ユニークな

人々が大勢出ていったり、もどってきた港町としての特

性が関係しているのか、排他的な空気もまったく感じま

せん。異国の風情がある一方、イノシシが散歩していた

り、繁華街から近いのに空気が山の空気だったりする

のもおもしろい。僕たちのように、東京から神戸へ引っ

越してきたアーティストが何人もいるんですよ。 

 

僕にとって、絵本を制作することは短編映画をつくるような

もの。僕は監督として、僕が好きなようにデザインしていくわ

けです。まずは「楽しくてしょうがない」状態に自分を持って

いく。消せない火を心にともして、その火が消えるまでにパ

ワーとスピリットをそそぎこんで完成させます。さらに、日常

の中にあるものにペイントすることで僕の本領は発揮され

る。僕の絵が、ぐっと生きてくるんです。僕が描いたものは

すべて作品であり、日常的に使うことが大切。犬がマーキン

グするように、身のまわりにあるものすべてに描いちゃいま

す。楽しさの向こうによろこびがあって、日々の居心地のよ

さにつながっていきますから。 

I lived in Tokyo for 45 years, and I did a lot 

of unique things there. My feelings towards 

Tokyo were marked in the wake of the 

Tohoku earthquake that struck in 2011, I 

think. I came across a webpage at that time 

called “Real Kobe Estate,” and before you 

know it, I moved to Kobe. 

  

The reason I chose Kobe from all the towns 

in Japan was because it was my particular 

favorite. I often visited Kobe before the 

Touhoku earthquake hit. I always had a 

good time in the Shinkaiichi area and it’s 

overflowing friendly atmosphere. I held the 

opinion that the art scene was in good 

shape. 

  

In Kobe, the mountains and the sea are 

drawn close together—it’s lovely—many 

things seem to be “just right.” It might be 

because of it’s special characteristic as a 

port city—Kobe has seen great numbers of 

unique people leave and come back again 

since the port was opened—but, I don’t feel 

any kind of exclusive atmosphere at all. It 

has the elegance of a foreign country on 

one hand, but it’s also interesting to see wild 

board having a stroll as well as feeling this 

mountain air even though I’m so close to 

the bustle of the city. There are a few artists 

like myself, who moved to Kobe from 

Tokyo. 

 

Making picture books is like making a short 

film, for me. I’m the director: I design as I 

want. First, I pump myself up to the point 

I’m having so much fun nothing can be 

done about it. It’s like an unstoppable fire in 

my heart, and until that fire goes out, I pour 

my power and spirit into the completion of 

the job. You know, my character is 

exhibited in the daily objects I paint. My 

pictures are alive. All the things I paint are 

artworks, and using them on a daily basis is 

important for me. I paint all the things 

around myself like a dog marks its territory. 

Beyond enjoyment is joy, and that’s 

connected to daily comfort. 

 

In 2013, it’s been a little more than a 

year since I moved residence to Kobe. I 

thought I’d have a little more free time 

スズキコージ	 

Koji Suzuki 

http://www.zuking.com/ 

	 

1948年、静岡生まれ。物心つい

たころから絵を描き始め、現在

にいたる。1968年、新宿・歌舞

伎町の路上で初個展、1971年に

個展「コージズキンの世界」を

開催。サイケデリックフーテン

ヒッピー生活の中で才能がさら

に磨かれた。創作絵本、画集、

マンガ、映画や演劇のポスター、 

舞台装置や衣装、店の看板やマ

ッチ箱、壁画など、活躍する舞

台はとどまるところを知らず、

自ら出演もするライブもこな

す。中南米、東南アジア、東欧

などを行ったり来たり。別名、

コージズキン。 
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Born in Shizuoka, 1948. Started 
drawing as soon as he was able 

to, and still does. Held his first 
solo exhibition in 1968 on a road 

in Kabukicho in Shinjuku, and a 
solo exhibition entitled “The 

world of Koji Suzuki” in 1971. 
Refined his talents again during 

his psychedelic hippy years. Not 
sticking to a single stage, 

produces picture books, art 
books, movie and drama posters, 

stage sets and clothing, shop 
signboards, matchboxes and 

frescos, and also appears in his 
own performances and live 

events. Goes back and forth to 
Central and South America, 

South East Asia and Europe. Also 
known as Kojizukin. 

2013年で、神戸に移り住んでから1年ちょっとたちまし

た。東京を離れたらひまになるんじゃないかと思ってい

たら、さらにいそがしくなっちゃって。アメリカへ行った

り、東京に行ったり、熊本でイベントを開催したり…今

は絵本の仕事から少しはなれています。そして不思議

なんだけど、いそがしいのに気持ちはゆったりしてい

る。東京ではなかなか読めずにいた本を落ち着いて読

むことができるのも、いいなぁと思っています。 

 

今、僕はこどもに近い暮らしをしています。こどもと一緒

にいるということは、僕にとって育児というより共同生

活。6歳になる娘は1日にスケッチブック1冊分描いちゃ

うくらい、僕より絵を描いています。絵描きはそれくらい

描かないと、絵描きじゃないですね。もちろん、絵を描く

ように強制したことはありません。画材がちらかってい

るときなどに「かたづけようね」と言うくらい。彼女の好き

なことをどんどん伸ばしていくのが、僕たちの人生では

自然なこと。昔からすると、1mmか2mmくらいは僕も大

人になったのかもしれません。 

Now, in 2013, it’s been a little more than a 

year since I moved residence to Kobe. I 

thought I’d have a little more free time 

moving away from Tokyo, but I’ve been 

even busier. I’ve been to America, Tokyo 

and held an event in Kumamoto... I haven’t 

actually touched any picture books for a 

while. And the strange thing is, even though 

I’m busy, I feel at ease. I think it’s great that 

I can settle down to read books that I could 

somehow never do in Tokyo. 

  

I have a life close to my child now. Being 

together with her is more like ‘cohabitation’ 

than it is child rearing to me. My daughter is 

6 years old, draws more than me and can 

fill a sketchbook in a day. Artists who don’t 

draw that much are not artists, right? Of 

course, she’s not under any obligation to 

draw that much. All I say is “make sure you 

pack up,” when her materials are all over 

the place. In our lives, it’s totally natural 

that she reaches out to the things she is 

fond of day by day. Even I’ve become more 

of an adult than before… by a millimeter or 

two, perhaps. 

神戸のおおらかな気風は、ぜひ受け継いでいくべきだ

と思います。僕はこれからも、神戸を拠点にアートの活

動を続けていきたい。神戸でしか味わえない空気感を

楽しみながら、ファミリーで幸せに暮らしたいと思ってい

ます。そして今後は、原発のないニュージーランドにも

行ってみたいなと。神戸とニュージーランドを行ったり来

たりしながら、世界をつなぐ展開ができたらすばらしい

ですね。そうそう、ちょうど今、神戸を題材にしたマンガ

を描いているんです。神戸ならではのエピソードをもっと

集めて、1冊にまとめてもいいですね。 ⚓ 

 

Interviewee:  

Koji Suzuki 

I’d like to inherit the serene character of 

Kobe, and keep up my art activities here. I 

want to live in happiness with my family, 

enjoying the feeling of an atmosphere only 

enjoyable only in Kobe. I’d like to visit New 

Zealand sometime because it has no 

nuclear power plants. Wouldn’t it be 

wonderful if we could develop a few worldly 

connections and go back and forth between 

Kobe and New Zealand? I almost forgot; at 

the moment I’m illustrating a Manga comic 

themed around Kobe. It’d be great to put it 

into a single book if I get more episodes 

together.  ⚓  

 



	 

 

 

DOQ – Designedly Open 

Questions: “Do kids need design?” 

 

最近、まったく新しい世界が目の前に開けた―生後

２ヵ月の子を抱える母として、たくさんの選択肢から、

わが子に最適なものを選ばなくてはならない。その結

果、デザインにも気を使う。子どものためのデザイン

といえば、ちょうどいいサイズ感、成長の過程に沿っ

ているといった機能性はもちろん、かわいいキャラク

ターと笑顔がプリントされていることよりも、製造過程

で使われる素材や染料、化学薬品を意識したほうが

よくないかと何度も思った。しかし、それらは本当に

無害で安全なのだろうか？そうだとしても、そういう製

品情報はしかるべき方法で消費者に伝わっているの

だろうか？同じように子どもを持つデザイナーたちの

経験と省察を知りたいと思い、話を聞いた。ここで、

彼らの考えを紹介したい。 

（テキスト：ビアンカ・ボイテル） 

  

12才と9才の子を持つ母であり、デザイナーのSuさんは言

う。「デザイン玩具の多くは、子どものためというよりも、大

人向けであることが多いのではないかしら」と。デザイン

玩具、あの木で作られた、あたたかみのある玩具は大人

たちの間で人気だ。しかし、彼女の経験によると、子ども

はカラフルなプラスチック製の玩具を好んだそうで、これ

は往々にしてあまり教育的ではなく、単純におもしろいも

のだ。私自身も子どもと遊んでいるとき、自分の赤ちゃん

の能力を伸ばしたいという教育的な目的から自由でない

ことに気づいた。目的から解放されて、ただ楽しみ、わくわ

くすることが“遊ぶ”ということではないだろうか？そうすれ

ば、学びは後から自然についてくる。Suさんの息子は、細

長いサランラップの箱がお気に入りだという。それを電車

に見立てて遊ぶのだ。 

 

私たちは、子どもたち自身におもちゃをデザインさせてあ

げるべきではないのだろうか？ 

 

子供のためとされている商品で実は“大人向け”のものは

意外と多いのではないのか。例えば、よく見られる色の

A whole new world opened up to me 
recently: as a mother of a now 
2-month-old baby, I had to decide 
which equipment I needed for my 
child and choose from a (often too) 
huge range. Consequently, I also 
wondered and pondered about the 
design. I felt repeatedly that design 
for kids may require—beyond being 
the appropriate size and adjusted to 
the stage of development—less cute 
characters and imprinted smiles, and 
more consciousness about materials, 
dyes and other chemicals involved in 
the production process. It sounds 
obvious, yet are they really non-toxic 
and safe? And if so, how can this be 
communicated in a credible manner?  
 
Curious about the experiences and 
reflections of other designers with 
children, I asked around. Here is a 
collection of their thoughts.  
(Text: Bianca Beuttel) 
 
‘Su’, graphic designer and mother of a 
12 and a 9 year old, says “design toys 
often seem to be more for grown-ups 
than for children, really.” She refers 
to toys made of wood that feel warm 
to the touch and therefore are favored 
by many adults. Children however, in 
her experience, prefer colorful plastic 
toys, which are often less educational 
and simply funnier. I also catch 
myself playing for the sake of 
fostering my baby’s development. But 
isn’t ‘play’ free of goals, and just for 
the fun and the excitement of it? Then 
learning comes naturally. ‘Su’ also 
mentions that her son loved to play 
with the long, slender cling wrap 
boxes, imagining they were trains.  
 
Then, shouldn’t we better let our 
children design their toys by 
themselves?  
 
‘More for the grown-ups;’ isn’t this 
true for many kid-related things? We 
can question the omnipresent color 
coding: pink for girls and blue for boys 
(since babies don’t care, it must be a 
signal for other people, so they can 

子どもたちに、デザインは必要？	 
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DOQ –  

Designedly 

Open Questions 

 
  

 

 



 

子どものためとされている商品で、実は“大人向け”のも

のは意外と多いのではないだろうか。例えば、よく見られ

る色の役割：女の子はピンク、男の子はブルー（赤ちゃん

はどちらでも気にしないのだから、これは周りの人に向け

たサインだといえる。赤ちゃんの社会的に決められた性

別が分かれば、適切な対応ができるから）。親がストレス

を感じることが減る＝子どもはもっと幸せになれる、こう考

えるとデザインは、子を気遣う親をサポートするものであ

るべきではないかと思う。 

 

5才の子どもの母で、プロダクトデザイナーのSoさんは

言う。子どものためのものとされている道具は、親が生

まれてくる子どもを迎える準備がきちんとできている

と思い込ませるものであるけれど、現実は往々にして予

想外に展開するものだ、と。彼女は次のようなエピソー

ドでこれを説明してくれた。彼女が泣き叫ぶ息子を抱え

て玄関に立っていたとき、アフリカ系の隣人が通りかか

った。Soさんは買ったばかりの抱っこひもを結ぼうと躍

起になっていた。Soさんのアパートの玄関にはベビーカ

ーが二つもあるけれど、子どもはスキンシップがなくな

るので乗りたがらない。あまりに複雑なので諦めたスリ

ングも、コートハンガーに掛かっている。「あなたって

人は、これっぽっちのことに、いつもこんなにいっぱい

のものが必要なのね」と言って、そこにあったスカーフ

を取って、Soさんと子どもに巻き付けてくれた。これは

とても具合がよかったので、それ以来、Soさんはこの方

法で子どもを抱っこしていたという。風邪をひいてしま

った3歳児を育てるファッションデザイナーのMさんは、こう

締めくくる。「正直、子どものための製品はもう十分」と。 

 

だとすれば、デザインが子どもたちにしてあげられる

ことはないのだろうか？ 

 

2歳児の父で、グラフィックデザイナーのTさんは「赤ちゃん

や子どもには、彼らが育つ環境をデザインすることが必要

だ」と指摘する。「母親にとって、おむつを替え、授乳する

場所を探すのは大変。公共交通機関もストレス、それに

レストランや映画館だって…」と。ものをデザインするので

はなく、場面をデザインする方向へ舵をきると、たくさんの

やるべきことが見えてくる。 ⚓ 

 

 

‘More for the grown-ups;’ isn’t this 
true for many kid-related things? We 
can question the omnipresent 
color-coding: pink for girls and blue 
for boys (since babies don’t care, it 
must be a signal for other people, so 
they can respond to the little one 
according to its socially determined 
gender role.). But doesn’t it make 
sense that design supports adults who 
care for the children, following the 
formula: Less stressed parents = 
happier children?  
 
‘So’, product designer and mother of a 
5 year old, however, argues that all 
this equipment makes parents only 
believe they are well prepared for 
their newborn, but real life often 
unfolds differently. By way of 
illustration, she shares a story where 
her African neighbor found her 
standing in the hallway with her 
crying son. She was trying to fasten a 
newly purchased baby carrier system. 
There were already two baby buggies 
standing around, but her son refused 
to sit in them because of the lack of 
physical contact. And she also had a 
baby sling hanging on the coat rack 
which turned out to be too 
complicated. “You always need so 
much stuff for such little things,” her 
African neighbor said, and draped one 
of ‘So’’s scarves around her and her 
son. It worked so well that she 
continued to carry her son this way. 
And ‘M’, fashion designer busy with a 
sick 3 year old, confirms that 
statement with the crisp comment, 
“To be honest, I think too much has 
already been invented for children.” 
 
So, is there nothing, design can 
do for kids (anymore)? 
 
‘T’, graphic designer and father of a 2 
year old, points out, “Regarding 
babies/kids, I think we need design 
for their environment. It is so tough 
for moms to find a place to change 
diapers or give milk. Public 
transportation is also a huge stress. 
And restaurants, theaters...” 
There is still a lot to do when we 
switch from ‘designing things’ to 
‘designing situations.’ ⚓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ビアンカ・ボイテル	 

Bianca Beuttel 

http://www.bbianca.net/ 

	 

京都在住のデザインエッセイ

スト。日本のパッケージデザイ

ンに関する多くの記事やワー

クショップ、レクチャーなどを

手がけている。2011年には、大

阪とドイツ・フランクフルトで

開催された「Japanese Package 

Design Exhibition」のキュレーシ

ョンも担当。 

この「D.O.Q.」コラムは、デザ

インに関する質問を投げかけ

ることで、読者のみなさんとと

もに、未来のデザインの答えを

探ろうという試みです。	 

 
This Kyoto based designer- 

essayist is deeply interested in 
how things can contribute to the 

quality of our everyday life. She 
pursues this, for example, in her 

work on Japanese Packaging 
Design, which includes articles 

in various online and offline 
publications, workshops and 

lectures as well as the “JPDEX – 
Japanese Packaging Design 

Exhibition” held in 2011. 
With “DOQ – Designedly Open 

Questions”, Bianca Beuttel 
thinks “aloud” about design, 

and invites readers to ponder 
together on future answers to 

the questions she leaves open; 

on purpose. 



 
 

 

今回、訪ねたのは、神戸を代表する子ども服ブランド

である株式会社ファミリアさん。「愛情品質＝自分の子

どもに着せるつもりで、ものづくりをしましょう」をコンセ

プトに、製品だけでなく創造や体験の場、プログラムな

どを提供している同社に、デザイン、神戸、教育につい

てなど幅広いテーマでお話をうかがいました。（聞き手：

梅田ソフィ、ダンカン・ブラザトン、二階堂薫） 

This time round we visited Kobe’s 
leading children’s clothing brand, 
Familiar, LTD. We were able to 
learn about the company concept, 
“passion for quality = creating with 
a desire to have our own children 
wear our products” and not only 
about their products, but their 
programs, creations and 
experiences. We were also able to 
hear about wide range of additional 
themes including design, Kobe and 
education. (Interview: Sophie Umeda, 
Duncan Brotherton, Kaori Nikaido) 
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Creative Company Visit Vol.3:  

Familiar 

クリエイティブ会社訪問 vol.3：ファミリア 
	 

 



 
 

 

神戸では昔も今も、（ファミリアさんの）デニムバッグを

持っている女子高生を数多く見かけます。商品のクオ

リティはもちろん、精神的な部分を大事になさっている

から、長く愛されているのだろうなという印象です。 

ファミリアは、4人の女性の手によって生まれました。その1

人が僕の祖母だったんです。戦後、ものがなかった時代に

働かなければならなくなり、納屋に残っていたものを売りに

行ったことが始まりでした。祖母はオーダーメイドの靴を、そ

れをつくってくれた靴屋さんへ持ちこみました。けれど「お嬢

さんのためにこしらえたものですから」とことわられ、代わり

に祖母が持っていたお手製のカバンを買ってくれることに。

それから、靴屋さんの店先に、雑貨を置かせてもらうことに

なったんです。 

 

ファミリアさんの商品は、色使いがカラフルで、アップ

リケもすてきですよね。 

きれいな色が好きなんです。色を組み合わせることで、い

かにきれいに見せるかを考えています。当社が持ってい

る、基本となる色も使います。アップリケは昔からのスタイ

ルを継承し、スケッチを描かずにつくりあげるスタイル。モ

チーフは、ハッピーなものであれば自由です。枠を決め

ず、母親の気持ちになって、子どもたちが幸せに暮らせる

世界をイメージしながらデザインしています。 

 

アメリカに住んでおられたと聞きました。 

僕はもともとグラフィックデザイナーで、アメリカのアートス

クールに通い、サンフランシスコのサブカルチャーが盛ん

な地域に住んでいました。11年間アメリカですごし、家業

であるファミリアを手伝うためにもどってきたんです。長く

続いている会社なので、売り上げをあげることだけをめざ

してはだめで、愛情をこめて良いものをつくるというファミ

リアの原点に立ちもどることが大切だと考えました。新し

い商品をつくりつつ、創業当時のコレクションをアーカイブ

して、素材をアップグレードするなど、すでにあるものをリ

ファインする方法でより良いものを生み出していこうとして

います。 

 

神戸に帰ってきて、どうでしたか。 

生まれ育った神戸を一度はなれたことで、大きく見方が変

わりましたね。もどってきた時、神戸は1980年代から時が

とまっているようだと感じました。そして、いなかなのだなと

…。とはいえ、神戸を拠点にしている企業は数多くありま

すから、我々が力を合わせればすばらしいものが生まれ

Same now as before, we see many 
female high school students in Kobe 
with (Familiar’s) denim bag. 
They’re high quality, of course, but 
one has the impression that there’s 
a very important mental part to it 
and they’ve been loved for a long 
time.  
Familiar was started at the hands of four 
women; one of them was my 
grandmother. After the war there was an 
immaterial period where everyone had to 
work, and it all started with everyone 
selling off anything left in the shed. My 
grandmother took her expensive 
custom-made shoes back to the store 
they were made at. She was refused 
however, “because they were made for a 
young lady.” However, the owner 
brought my grandmother’s hand-made 
satchel instead. From then onwards she 
was able to put various hand-made 
goods in the window of the shoe shop to 
sell. 
 
Familiar’s products are very 
colorful, and your appliqué 
(ornamental patchwork or 
needlework) is lovely. 
We’re fond of pretty colors. We believe 
we can make something seem prettier by 
combining colors. We also use our own 
fundamental colors. We inherited a very 
old style in our appliqué: we make things 
without any sketches. We’re liberal about 
motifs, as long as they’re happy. We 
don’t have any borders. When we design 
we have a mother’s heart; we imagine a 
world where children get along happily. 
 
We heard you lived in America. 
I’m actually a graphic designer, and I 
went to art school in America. I lived in an 
area in San Francisco where subculture 
was popular. After 11 years in the states, 
I came back to help my father with the 
family business, Familiar. It’s a company 
that’s been around for a while so focusing 
solely on creating profits was not good. 
What was important, I thought, was 
going back to Familiar’s starting point, 
which was putting love into making good 
things. We continue to make 
merchandise, upgrade our materials, and 
archive our collections from the old days 
of establishment. We try to produce 
better products by refining already 
existing processes. 
 
 
 
 
What was it like, coming back to 
Kobe? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative 

Company 

Visit 

 
  

 



 

とまっているようだと感じました。そして、いなかなのだなぁ

と…。とはいえ、神戸を拠点にしている企業は数多くあり

ますから、我々が力を合わせれば、すばらしいものが生ま

れる可能性は大いにあると思います。たとえば当社なら、

ファミちゃんとリアちゃんの絵本に出てきたアップルパイを

ユーハイムさんとともに本当につくりました。アシックスさ

んの人気モデルにファミリアチェックをあしらったコラボス

ニーカーもつくりました。コラボレーションというのは単なる

足し算ではなく、強力なかけ算なんですよね。 

	 

「デザイン」について、どうお考えですか。	 

日々の生活をよりよくするものだと思います。デザイン

はエンターテイメント、名詞としてとらえずに動詞とし

て使ってほしい。自分の会社はもちろん大切ですが、そ

の前に神戸が大好きなので、ここで何ができるのかを常

に考えています。人が出会い、ネットワークが生まれや

すいまちに変われば、デザインやコミュニケーションの

力はもっと強まると思うんです。デザインというキーワ

ードで、神戸のまちがどんどん動いてほしいですね。	 

	 

最後に、これからのことについて、お聞かせくだ

さい。	 

子どもたちのために、愛情を持ってつくり続ける…これ

は今後も受け継いでいく信念です。さらに、たくさんの

人々に愛されるブランドでありたい。世界中の子どもた

ちに、ファミリアを好きになってもらいたいですね。子

どもたちは大きな可能性を持っていますから、彼らのク

リエイティビティを伸ばしていける会社をめざしたい。

ほめる教育、英語教育の重要性も感じています。「This	 

is	 a	 pen」といくら言えてもだめで、本当に英語を上達

させるには「I	 love	 you」が言えないと。これはデザイ

ンにもあてはまり、「This	 is	 design	 」と「I	 love	 

design	 」は違うんですよね。子どもの可能性、クリエ

イティビティをどこまでサポートできるか。デザインす

ることを楽しむこと、そのきっかけや気づきを提案でき

る企業でありたいと願っています。	 

	 

母親が子を思う気持ち、みんながそういう想いで暮ら

していけば、すばらしい世の中になると思います！こ

のたびは、本当にありがとうございました。⚓	 

What was it like, coming back to Kobe? 
Leaving Kobe temporarily, where I was 
born and raised, changed my viewpoint 
in a big way. I felt that time in Kobe had 
stopped in the 1980s. It also felt a little 
like the sticks... Nevertheless, there are a 
great number of businesses based in 
Kobe, and I believe there’s huge potential 
to create wonderful things if we join 
forces. One example is the apple pie that 
appeared in a picture book with 
Fami-chan and Ria-chan (Familiar 
characters). We actually made that apple 
pie with Juchheim. We also made a 
collaboration sneaker with a popular 
model from Asics in which the Familiar 
checkered pattern was arranged. 
Collaboration is not simple addition; it’s a 
powerful multiplication, right? 
 
What do you think about ‘design’? 
I think it makes your daily life better. 
Design is entertainment; use it as a verb, 
not a noun. It’s important in my own 
company, of course; but I like Kobe 
before that, and I’m constantly thinking 
about what I can do here. If Kobe 
changes into a town where people can 
meet and networks can be made, I 
believe the power of design and 
communication will become much 
stronger. I want Kobe to build up a lot of 
momentum with the keyword ‘design.’ 
 
Lastly, could you tell us any plans 
you have for the future? 
I have been handed a faith in the future… 
to continue to create passionately for all 
children. And another thing, I want this to 
be a brand loved by many people. I want 
all the children of the world to start liking 
Familiar. Children have huge potential; 
we aim to be a company that helps them 
spread their creativity. I feel the 
importance of teaching by praising and 
teaching English. It doesn’t matter how 
many times you repeat it, “this is a pen” 
is no good. You have to say, “I love you” 
to be able to make real progress in 
English. This applies to design as well; 
“this is design” and “I love design” are 
totally different, aren’t they? How can we 
support children’s potential and 
creativity? Designing and enjoying it—I 
want familiar to be a business able to 
propose opportunities like this. 
 
If everyone has feelings for 
children like a mother does and 
lives that way, this could be a 
wonderful world. Thank you very 
much! ⚓ 
 
 
	  

Interviewee: 

Tadahiko Okazaki 
President of Familiar, LTD.	 	 

株式会社ファミリア	 

Familiar, LTD. 

http://www.familiar.co.jp/ 

	 

1948年、第二次世界大戦後の暮

らしにゆとりがない時代に、欧

米のすぐれた育児法をとりい

れて日本式の古い育児習慣を

改革しようと、4人の女性が神

戸・元町にベビーショップ・モ

トヤをオープン。1950年、モト

ヤからファミリアへ改称して

株式会社に。良心的でセンスの

いい製品をつくり続け、子ども

が自由に創造・体験できる空間

やプログラムの提供にも取り

組んでいる。	 

 
Originally opened in 1948—a 

period after the war of little 
allowance in life—as “Baby Shop 

Motoya,” in Kobe's Motomachi 
area, by four ladies determined 

to reform old Japanese-style 
childcare habits by adopting the 

West’s excellent child-raring 
practices. Renamed as familiar 

in 1950 and made a 
corporation. Continuing to 

make honest, sophisticated 
products, they also offer 

programs and spaces for 
children to create and 

experience freely. 
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.DOCKTALK:自己編集と仕事のこれから 
 

デザイン都市・神戸を発信していくメディア

『.DOCK』の公開取材イベントとして、2012年3月に

全9回おこなわれた.DOCKTALK。デザインの意味や役

割が広がる中、デザインの内と外、地域や職域、組

織などさまざまなものごとの内と外をテーマに、デ

ザインの輪郭を探る試みとして開催された。3月28

日は、既存のジャンルや職域を超えて、自身のした

いこと・するべきことを多方面で追求している日常

編集家のアサダワタル氏、「NOSIGNER」の太刀川英

輔氏をゲストに、自身の活動をどう編集し、発信し

ていくのか、これからの仕事のあり方などをお聞き

した。時代の先を行く仕事のやり方や生き方、考え

方をほんの一部ではあるが、ご紹介したい。（ファ

シリテーター：後藤哲也、テキスト：梅田ソフィ、二階

堂薫）	 

	 

後藤：では、さっそく始めます。デザインという言葉を

使う場合、たとえば、グラフィックデザイナーや建築家、

魚屋さん、サラリーマンが使う時では違う意味を持ちま

すよね。「こういうことがデザインなのか」「これはデ

ザインだ」などと、いろんな人がデザインの内と外、輪

郭を見いだせる機会をもちたいと考えました。	 

	 

太刀川：ファッション、グラフィック、プロダクト、建築な

どデザインにはいろんな領域があります。僕がしているのは、

専門性の垣根をいったんはずし、解かなければならない問題を

見つけて、ふさわしいデザインをつくること。製品開発などさ

まざまな仕事において、「デザインで編集している」ことにな

ります。これまで、いろんな地場産業に関わってきましたが、

デザイン賞を受賞したり、雑誌に載ったりしたことでモノが売

れるのかと思っていたら、そうではなかった。製造や価格、

ビジネスモデルの不足など、デザインではないところに

問題があると気づき、「リデザインしてつなぐ」ことを

始めました。いきなりすごいところにつなぐことができ

るのもクリエイティブの力であり、すでにそなわってい	 

	 

る価値を転換させる重要性もわかってきました。共感が

大切です。他の人たちが心を動かし、自	 

.DOCKTALK: The future of 

self-editing and work  

 

.DOCKTALK was a series of nine talk 

events held in March 2012, as a 

public interview event for “.DOCK”. 

This event was held as an 

experiment to find the outline of 

‘design.’ On March 28th, Asada 

Wataru and Eisuke Tachikawa from 

NOSIGNER—seeking the things they 

want to or should do, going beyond 

existing genres and ranges of 

work—were invited as guests to talk 

about how they edit and 

communicate their own activities, 

and the best way of working. We’d 

like to introduce (though only a 

small part of) their talk. 

(Facilitator: Tetsuya Goto, Text: Sophie 

Umeda, Kaori Nikaido) 

 

Goto: ‘Design’ has a different meaning 

when used by (for example) a graphic 

designer, and architect, a fishmonger or a 

salary man, right? I thought it would be 

good to try to find the inside, outside or 

outline of design from a variety of people 

who state ‘this is probably design’ or ‘this 

is design’. 

 

Tachikawa: Design has various fields; 

fashion, graphic, product or architectural 

design. The design I know removes these 

specialist fences, finds a problem that has 

to be solved, and creates something 

appropriate. When developing products, I 

usually “edit by design.” I’ve won the good 

design award and being published in 

magazines and thought I would sell, but I 

didn’t. I noticed problems in places that 

weren’t design (like production, price and 

lack of a business model), so I started 

“redesigning to connect.” Creative power 

is suddenly connecting to great things, but 

I now understood the importance of 

converting values that objects already  

 

 

 thing is sympathy. It’s important to 



 

る価値を転換させる重要性もわかってきました。共感が

大切です。他の人たちが心を動かし、自分も関わりたい

と思うような物語を編んでいくことが大切。背景の編集

をおこたると、デザインは生きません。デザインとその

背景の編集が密接に結びつき、アウトプットとしてもう

まくいくこと。新しいプロジェクトやブランドを立ち上

げる時に、心にとめておいてほしいと思います。	 

 

have. Sympathy is important too. You 

have to weave together a story to move 

people’s hearts. If you’re negligent about 

editing the setting, design cannot exist. 

Editing in the background of the design 

itself connects with people intimately, and 

helps your creation go well. I want 

everyone to keep this at heart whenever 

they start a new project or a brand. 

 

 

 

 

 

 

 

reuse existing music. Creating a situation 

to produce new relationships with that 

music is an ‘artwork,’ and it’s probably 

creative. Re-knitting materials you have 
is, for me, “re-editing, daily.” 
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太刀川英輔	 

Eisuke Tachikawa	 

http://www.nosigner.com/	 

	 

慶應義塾大学大学院理工学研究

科・隈研吾研究室にて、建築デザ

インを通した地域再生やデザイ

ンの構造化の研究にたずさわり、

在学中の2006年に「見えない物を

つくる職業」という意味を持つデ

ザインファーム・NOSIGNERを創

業。社会に機能するデザインの創

出、デザイン発想を体系化し普及

させることを目標に活動中。新領

域の商品開発やコンセプトの設

計、ブランディングを数多く手掛

け、科学技術、教育、地場産業、

新興国支援など、既存のデザイン

領域を拡大する活動を続けてい

る。災害時に役立つデザインを共

有する「OLIVE	 PROJECT」代表。	 

 
Established the design firm 
NOSIGNER in 2006 while 

researching structural design or 
local regeneration in 

architectural design at Keio 
University. Working in product 

development and concept 
planning for new frontiers, and 

a great number of branding 
projects. Continues to enlarge 

activities in areas of existing 
design like science and 

technology, education, local 
industries and aid for 

developing countries. 
Representative of “OLIVE 

PROJECT,” which shares useful 
design for when disasters 

strikes. 

Left: A set of baby clothes (2012, client: aeru), Right: Branding for Kanpyo noodles (2009) by NOSIGNER 

Asada: Just as Mr. Tachikawa said, the 

word ‘background’ fits nicely here. In my 

case, so-called ‘design’ is an outside area 

of expertise. Now I ‘edit,’ but in the 

beginning I was actually a band man. My 

music doesn’t sell like crazy; it’s a music 

that brings certain people with background 

knowledge together. What’ll happen if I 

take this to a totally different place? I 

wondered. I like to create environments 

that show music. When you plan, the plan 

itself creates a place, which is in turn 

influenced by the neighborhood in the 

area. The environment itself where I 

create extends like this. Change the angle 

a bit and I think we’ll see new connections 

born in communities if various people just 

get together; even if they had no 

connections. I got into the world of art (like 

community art), wrote a book, and then 

went to teach in a university. I understand 

‘editing’ as giving shape to some kind of 

raw material. It’s influenced by events and 

the creation of spaces, but I realize that 

these raw materials are actually the nature 

of relationships. I thought about things like 

one-on-one relationships: how does the 

relationship change with someone you’ve 

never met if you insert something between 

yourselves? Finding a way to produce new 

relationships with the music I make  

 

 is an ‘artwork,’ and it’s probably creative. 

Re-knitting materials you have is, for me, 
“re-editing, daily.” 
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アサダ：太刀川さんのお話、背景という言葉がしっくりき

ました。僕の場合、いわゆるデザインは専門外。自己紹介

には、今日のテーマと同じ「編集」という言葉が入ってい

ますが、始まりはバンドマン。僕の音楽もバカ売れするも

のではなく、予備知識のある人が集まってくる音楽でした。

これを全然違うところへ持っていったらどうなるんだろ

う、音楽を見せる環境をつくっていきたいなと考えました。

企画する、企画自体が生まれる場所をつくる、場所が存在

しているエリアのご近所さんを含めてまちにかかわってい

く…というように、自分が表現する環境そのものを広げて

いったんです。これまでつながりのなかった人々に出会う

中、まちで起きていることと僕の妄想を、すこし角度を変

えてぶつけたら、さまざまな人が集まって、結果的に、地

域コミュニティの中で新しく面白いつながりが生まれるの

ではないかと考え、徐々に実践していきました。コミュニ

ティアートなど現代美術の世界にも近づいていくことにな

り、本を書いたり、大学へ教えに行くように。今日のテー

マである「編集」とは、素材を何らかの形にまとめ直してア

ウトプットすることだと理解しています。できごとや場づく

りにかかわった時、その素材は関係性ではないかと気づきま

した。人と人の関係性、そこにモノを挟むことで出会うこと

のなかった人々の関係性がどう変化するのか、日常の風景、

状況をどう整理できるのか、というようなことを考えてきま

した。つくることに縛られていた僕が、既存の音楽をどう使

いなおすか、その音楽があることで新しい関係性が生まれる

状況をつくることが作品であり、クリエイティブなのでは	 

	 

	 



 

ないかと考えた時、しっくりきたのが「編集」という言葉だ

ったんです。今ある素材を編み直すことが、僕にとっての「日

常の再編集」です。	 

	 

後藤：アサダさんは『住み開き』という本を出版されて

いますよね。	 

	 

アサダ：住み開きは、2008年に僕が勝手につくった言葉

です。日常にあるものの視点を変え、関係性を変えてみ

ようという発想。住居というプライベート空間を開くス

タイルは、昔からありました。家でそろばん教室をして

いる人、とかね。古くから存在したことをどう見つめ直

すか、再編集するか。マンションの208号室を6人でシェ

アして「208南森町」というセカンドハウス兼事務所にし

ていたことが、住み開きの直接的なヒントになりました。

ふつうの家にゲストを呼んで、208のメンバーがつくった

ごはんを食べながら、ふだん話さないようなことを話す

トークをし、最後に名刺を交換する…誰がゲストなのか

もわからない状態です。プライベート空間だからこそで

きる、という感覚を公の場や仕事に持ち込めるだろうか

と考えた時、家という日常的な環境をクリエイティブな

視点でとらえ直せば、紹介はできるなと。週末だけ自宅

を雑貨店にしているデザイナー、自宅でライブをしてい

るアーティストなど、大阪市内10ヵ所を訪ねていくイベ

ントをおこない、本にまとめようとしたのがこのプロジ

ェクトです。	 

	 

後藤：今回、「デザインの内と外」という大きなコンセ

プトで、両者をつないだり、境界をあいまいにしたり、

輪郭をつくることを考える、というような話をお聞きし

たいと思っていました。つくることに執着せず、背景に

あるものをとらえ直すことで、デザインやデザイナーの

役割はおもしろくなるのではと考えたのも、おふたりを	 

お招きした理由です。このふたりが会うことで何かにつ	 

	 

太刀川：すげーおもしろかったです。僕の中でジレン

is an ‘artwork,’ and it’s probably creative. 

Re-knitting materials on hand is, for me, 

“re-editing, daily.” 

 

Goto: You published a book called 

“Sumibiraki,” right? 

 

Asada: “Sumibiraki” (literally ‘open 

living’) is a word I made arbitrarily in 2008. 

It’s an expression that tries to change 

relationships by changing our point of 

view. The idea of opening up one’s private 

residence has been around for a long time. 

Some people have abacus classrooms in 

their own home. So what’s the best way to 

re-look at, or re-edit an idea that’s been 

around for so long? I’ve been involved in a 

share office with 6 people in “208 

Minamimorimachi,” a second house/office, 

and it became a direct hint towards 

Sumibiraki. We had talks where we’d 

invite a guest and during dinner we’d talk 

about things you normally don’t talk 

about, and exchange business cards at the 

end. it was hard to tell who was the guest 

really. We were able to do it because it was 

a private space. Can we introduce a 

creative point of view into the everyday 

environment of a house? This project 

summarized 10 events in different places 

in Osaka city into a book. 

 

Goto: This time “inside and outside 

design” is a big concept, and I’d like to ask 

what you think about it. The reason I 

invited you both was because I think the 

role of design and designers could become 

really interesting if we can learn to 

perceive what’s in the background without 

becoming attached to creating. I was also 

thinking it could be cool if something 

happened when you two met each other. 
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アサダワタル	 

Wataru Asada 

http://kotoami.org/ 

 

“日常編集家”という名の放浪

芸人。異分野間を漂泊しながら、

既存の価値観を再編集する表現

を、文章、音楽、プロジェクトを

通じて創作。2002年、バンド越後

屋のドラマーとして「NMR」から

CDリリース。2003年以降、ソロ名

義の大和川レコード、ユニット

SJQ	 （HEADZ）でのライブをはじ

め、CM・映画での演奏や国内外で

のCDリリース多数。表現活動を

“音”から“場/事”に拡張し、

コミュニティスペースの演出に

も関わり、それらを文筆するよう

になる。著書に「住み開き	 家か

ら始めるコミュニティ」（筑摩書

房）「編集進化論」（フィルムア

ート社）など。「マガジン航」「学

芸カフェ」などで連載。神戸女学

院、プール学院大学非常勤講師。

滋賀県立大学環境科学研究科博

士後期課程在籍。	 

 
Wandering artist going under the 

title “daily editorial creator, 
flexible specialist.” Writes, makes 

music and works on projects that 
“re-edit” existing values as he 

drifts about in between specialist 
fields. Released a CD from “NMR” 

as the drummer of the band 
‘Echigoya’. Has been going solo as 

Yamatogawa Records since 2003, 
member of the unit SJQ (HEADS/ 

cubicmusic). Author of 
“Sumibiraki” (Chikumashobo).  

Part time lecturer at Kobe College; 
enrolled in a PhD in Environmental 

Science at the University of Shiga 
Prefecture. 

 

Left: “Sumibiraki” (Publisher: Chikumashobo) Right: Related event at former share residence “208 Minamimorimachi” 



 

ながっていけばおもしろいな、とも考えています。	 

	 

太刀川：浅田君との話、すげーおもしろかったです。

僕の中でジレンマになるのは、人を巻き込んでいく時の

参画性とクオリティのバランス。デザイナーとして生き

ていく上で、クオリティの高さを求める際、うまくやら

ないと一緒にしづらくなるんですが、今回はその話が深

められたと思います。	 

	 

アサダ：アウトプットのクオリティを高くしつつ、参

画性も高くする、というのが直球的な解決法だと思いま

すが、むずかしい。自身の編集テーマがぶれないよう、

強度をもたせておく必要もあります。自分がデザインし

なくても、どんな風に背景をデザインされたら、どう転

んでいくのか、ということを実践している太刀川さんの

編集のあり方にとても興味を持ちました。デザイナーが

そのポジションにいることって、デザイナーとして、周

囲からはどう評価されるのかなと。	 

	 

太刀川：僕も、わからないなと思うことがあって。表

現をすることは、自覚的でもそうでなくても、その表現

の背景と結びついています。いい絵が描ければいいアー

ティストだというわけではない。歴史の中にこのアート

がある意味をつくることで、歴史の中で初めて評価され

る。いい表現者は、背景に流れるものにとても自覚的な

んですよね。僕もそうありたいですね。	 

	 

アサダ：肩書きの話ですが、デザイナーと言えば伝わ

る太刀川さんの場合、相手によって言い方を変えるよう

な工夫をしていますか。	 

	 

太刀川：立場はあまり問題ではないですね。デザインをし

ていて工夫することがあるとすれば、作り手になりすぎな

いようにすることでしょうか。最終的には作り手になるわ

けですが、根掘り葉掘り聞いていくことで、今どんな状況

で最終的に何をめざしているのか、周囲がいろいろ見えて

くるんです。まずは集めることに集中して、どんどん集め

て周囲を整理し、最後にデザインが自動的に立ち現れる…

というように、プロセスの終わりに向かって専門性は増し

ていきます。そのための工夫は特になく、ふわっと考えて

いる。というよりむしろ、周囲や背景がそのままアイデア

になっちゃう、という感覚で取り組みます。⚓	 

	 

	 

Tachikawa: What Asada speaks of is 

really interesting. The dilemmas I always 

have are taking part and the quality of 

something when others are involved. If 

the pursuit of quality doesn’t go well, it's 

harder to work together and making a 

living as a designer. It was good to talk 

more about that.   

 

Asada: I think that producing high quality 

work and taking part in planning is a pretty 

straight-forward solution, but difficult. My 

own editing theme is the “necessity of 

strength without blurring”. I really have an 

interest in the way you edit Mr. 

Tachikawa; how you design the 

background, even if you don’t design the 

thing yourself. How do you evaluate your 

surroundings when you’re in that position 

as a designer?  

 

Tachikawa: There are things I think I 

don't know. Subjective or not, when you 

express something, it's connected to the 

background. Just because you draw well 

doesn’t mean you’ll be a good artist. By 

placing art in a histrical pretense, it can be 

evaluated. Good creators are very 

subjective about things in the background, 

right? That's how I want to be. 

 

Asada: In your case Mr. Tachikawa, you 

come across as a designer. Do you ever 

change your way of saying things 

depending on the other person? 

 

Tachikawa: I have no problem with my 

position. If I have to invent things, you 

should make sure you don’t create too 

much. You need to create, but you need to 

ask thorough questions: what are you 

looking for in the end? You'll begin to see 

many things. First you should concentrate 

on gathering, then the design will just 

come together. That’s how the 

specialization grows towards the end of 

the process. That’s why there’s no 

inventing stuff. You know, I feel that the 

surroundings and the background actually 

ARE the idea. ⚓ 
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後藤	 哲也	 

Tetsuya Goto 

http://www.outofoffice.jp/ 

 

デザイナー、デザインディレクタ

ー。「OOO	 Projects」の代表。大

阪・西天満のオルタナティブワー

クスペース「ooo	 -	 out	 of	 office」

主宰。デザインワークを中心とし

ながら、大阪のバイリンガルアー

トガイド『FLAG』の発行やイベン

トの企画・コーディネートなどを

おこなっている。	 

 
Designer and design director. 

Representative of “OOO 
Projects.” Managing the 

alternative workspace “OOO 
(Out of Office)” in Osaka. Does 

mainly design work, but also the 
editor in chief of FLAG 

(Foreigner’s Live Art Guide), 
and involved in the planning and 

coordination of various events.	  



 
 

 

Reconsidering .DOCKTALK:  

“Ways to look at things” <3> 

 
 

.DOCKTALK再考：『モノの見方』 

 

 
ちょうど1年ほど前、2012年の3月末に『.DOCKTALK

「デザイン」の内と外』という全9回のトークイベ

ントが行われた。その中から、「モノの見方」をテ

ーマに歌人の光森裕樹氏をゲストに迎えた回に関

して、企画に至った動機とその後の1年間で考えた

ことを合わせて振り返ってみようと思う。（テキス

ト：近藤聡）	 	 	 

	 

1.	 	 

ある別のトークイベントで話を聞いていた時のこと。ゲ

ストがコミュニティの形についてのイメージを話され

ていた。ずいぶん前のことなので正確な言い方は忘れて

しまったが、両手をつないで輪になっているのではな

く、片手を差し出し重ねて円陣を組んでいるイメージ、

空いているもう一方の手が外側に向かって開いている

という主旨であった。これを聞いた時に気がついた。例

えば、普段の仕事の中で何らかのコミュニティのシンボ

ルマークを依頼されたとする。その時に、先のイメージ

の違いは、圧倒的にアウトプットとしての差となって表

れる。デザイナーとして、最終的な表現の質や機能を高

めていこうとするのは当然として、表現を始める以前

の、対象をいかに認識し、どう把握するかは、最終的な

答えの質を決めることとなる。	 	 	 

	 

2.	 	 

「デザイン・クリエイティブセンター神戸」までタクシ

ーに乗った時のこと。運転手曰く「デザインって難しい

よね、センスもいるし」。お客さんを乗せて目的地まで

迷わずに快適に運ぶことも難しく、センスのいることだ

とは思うが、とかくデザインはこういう言い方をされる

ことが多い。特に最近は、「デザイン」が活用される場

面も増え、果たす役割を簡単に一言で説明しにくい状況

でもあって、言葉は広く一般的になったとはいえ、その

中身に関してはまだよく分からないものとして扱わ

A total of nine talk events called 

“.DOCKTALK: inside and outside 

design” were held at the end of 

March 2012. I’d like to look back at 

the things I’ve been thinking in the 

past year and the reasons I arrived 

at a plan to invite the poet Yuki 

MITSUMORI as a guest to a talk with 

the theme “Ways to look at things.” 

(Text: Satoshi Kondo) 

 

1.  

It was something I heard in the dialogue of 

a separate talk event. The guest was 

talking about an image of the shape of a 

community. I’ve forgotten the exact way it 

was said, but his opinion wasn’t of an 

image with everyone joining both hands to 

make a circle. He talked of an image of 

everyone putting on hand on top of the 

next persons to form a circle, and 

widening the circle outside with their free 

hand. Then I realized. Let’s say you’re 

commissioned to do a logo for example. At 

that time, overwhelming differences from 

the previous image show up in your design 

variations. Raising the quality or functions 

of the final creation, as a designer, is 

obvious; but wondering how to figure it 

out after recognizing the objective before 

you even make something decides the 

quality of the final answer. 

 

2. 

It was when I was riding a taxi to the 

Design and Creative Center Kobe. 

(KIITO). According to the taxi driver: 

“design is difficult, isn’t it? You need 

sense.” I think that picking up a customer 

and transporting them to their final 

destination, in comfort, without loosing 

your way is difficult and requires sense. 

People often say this about design at any 

rate. Especially recently, settings 
applying ‘design’ have increased. 
It’s become a popular, 
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でもあって、言葉は広く一般的になったとはいえ、その

中身に関してはまだよく分からないものとして扱われ

る場合も多い。辞書的な意味としては、目的に向かって

何かを立案・設計すること、またはされたもの、と考え

て大きく間違いはないと思うのだけれど、それ以外の意

味が含まれていることも多く、定義は人の数だけあると

いってもよい状況にある。	 	 	 

	 

3.	 	 

「デザイン」の意味や役割が広がるなか、地域や職域、

組織などの、さまざまな「内」と「外」をテーマに、「デ

ザイン」の輪郭を探る試みとして、『.DOCKTALK「デザイ

ン」の内と外』は行われた。［1.］や［2.］のようなこと

を考えている中で、最終的なアウトプットとしての表現

以前に、対象を言葉で把握する重要性に焦点を当ててみ

たいという思いと、「デザイン」を短い言葉で定義づけす

ることへのヒントになるのではないかという思いから、

私は自身の担当回で、歌人の光森裕樹さんに話を伺った。

私も特に短歌に詳しいわけではないのだが、角川短歌賞

や現代歌人協会賞を受賞するなど、常日頃から言葉に向

き合い続けている同世代の方に話を聞いてみたかったの

だ。偶然出会った著書に触発され、多くの気づきを得て

いたことがそもそものきっかけとなっている。	 	 	 

	 

4.	 	 

どの虹にも第一発見した者がゐることそれが僕でな

いこと	 	 	 

あかねさすGoogle	 Earthに一切の夜なき世界を巡り

て飽かず	 

齧りゆく紅き林檎もなかばより歯形を喰べてゐるこ

こちする	 

	 

光森さんの著書『鈴を産むひばり』（発行／港の人）よ

り。虹を見つけた時、コンピュータを利用する時、りん

ごを丸かじりしながら。どれも日常の光景だが、当たり

前に流れていく時間をとどめるかのように言葉にすく

いとり、独自の世界を築きあげる。同じもの・ことを見

たり、したことがあるのに、気がつかなかった世界。	 

光森さんは当たり前のことの中にこそ「発見」がある

と言う。また、何にでも発見があるはずだと信じるこ

とで、誰にでもできることだと思ってもいる。当たり

At any rate, people often say this about 

design. Particularly, applying ‘design’ has 

increased recently. It’s become a popular, 

widely-used word, even in situations where 

the role it accomplishes is hard to explain 

simply. In most cases it’s treated as 

something not easy to understand. I don’t 

think there are any big mistakes in the 

dictionary definition, “the art or action of 

drafting or planning something with an 

objective,” but there are a lot of other 

meanings... you could say there are as many 

definitions as there are people. 

 

3. 

As the significance and role of “design” 

spreads, “.DOCKTALK: inside and outside 

design” was held as an experiment 

investigating design’s outline, using various 

“insides” and “outsides” as themes: locality, 

occupational fields and structure. Similar to 

thoughts (1.) and (2.), I thought I’d like to 

focus on the importance of understanding 

objectives in words before creating the final 

design, believing that it’d be a hint towards 

attaching a definition of ‘design’ in a few 

words. When it was my turn to 

host .DOCKTALK, I invited the poet Yuki 

MITSUMORI to give a talk. I’m not 

particularly knowledgeable of tanka (31 

syllable Japanese poems), but I wanted to 

ask questions to someone in the same 

generation as myself, who is always dealing 

in words; someone who has won the 

Kadokawa Tanka Award and the The Modern 

Tanka Poets Association Award. My original 

motive to invite him came from the 

inspiration and the wealth of realizations I 

got from a literary work I encountered. 

 

4. 

In “The lark who lays bells” (Publisher: 

Minatonohito), Mr. Mitsumori wrote about 

the time one finds a rainbow, when using a 

computer and while fully enjoying an 

apple. They’re all daily spectacles, but you 

can fabricate a world if you stop to scoop 

the words from the common time flow. It’s 

a world I hadn’t noticed even though I’ve 

seen the same objects and the same 

things. Mr. Mitsumori says there’s 

discovery to be had within objects. He also 

believes that there has to be discovery in 

everything, and it’s something anyone can 

do. We don’t look at things properly when 

Yuki MITSUMORI 

“The lark who lays bells” 

(Publisher: Minatonohito) 
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近藤聡 

Satoshi Kondo 

http://astt.jp/ 
 

グラフィックデザイナー。明後日

デザイン制作所代表。1976年大

阪生まれ。神戸大学発達科学部

卒業後、IMI（インターメディウム

研究所）へ。2010年に明後日デ

ザイン制作所を設立。2011年より

神戸芸術工科大学非常勤講師。 

 
Graphic Designer. 

Representative of asatte design 
office. Born in Osaka in 1976. 

After graduating from the 
Faculty of Human Development, 

Kobe University, entered IMI 
(Inter Medium Institute) in 

Osaka. Established the asatte 
design office in 2010. Part time 

lecturer at Kobe Design 
University since 2011. 

光森さんは当たり前のことの中にこそ「発見」がある

と言う。また、何にでも発見があるはずだと信じるこ

とで、誰にでもできることだと思ってもいる。当たり

前であるからこそよく見ていない状況で、対象を初め

て見るものとして接することで新鮮な視点が獲得で

きる。さらに、その「初めて見たもの」を知らない誰

かに説明しようと踏み込むことが、特別な表現として

意味を持つ可能性となる。歌にしたいのは発見そのも

のではなく、それ以上に発見した時の気持ちや感じた

ことであるという。発見のその先へ。	 	 	 

	 

5.	 ［1.に応じて］	 	 

表現を始める以前の、対象をいかに認識し、どう把握

するかという「モノの見方」は、鮮度ある回答を導く

ための「問い」へとつながっていく。すなわち、いま

何が求められ、何を解決すべきなのかを、初めて触れ

る問題として「発見」することこそが、デザイナーに

求められる職能であり、回答としての表現を生み出す

能力と等しく重要となっている。アウトプットの質を

高めていくということは、「問い」そのものに因る。

言い方を変えると、アウトプットの質の高さを定義す

るためには、正しい「問い」が見つけられ、設定され

なければ難しい。「答え」は「モノの見方」から生ま

れてくる。	 	 	 

	 

6.	 ［2.に応じて］	 	 

デザインを一言で説明するのはやはり難しい。そうい

う意味ではタクシーの運転手の言葉も正解なのだが、

ちょうど目的地に到着するタイミングだったことも

あって、「そんなことないですよ」と曖昧な返事でや

り過ごしてしまった。答えはいくつもあるだろう。何

と答えるかはこれからも考え続けてよいと思うが、向

かうべきはそもそもの発言が出てこない状況。デザイ

ンという形がはっきりと決まっているのではなく、そ

れぞれの思うデザインの集合として輪郭が表れるの

だとすれば、センスや感性というあいまいな言葉では

なく、簡単で分かりやすい具体的なものとして広く、

共有してみたい。デザインそのものを「初めて見たも

の」として誰かに説明するとしたなら。⚓	 

	 

	 

believes that there has to be discovery in 

everything, and it’s something anyone can 

do. We don’t look at things properly when 

they’re so common, but we’re able to get a 

fresh point of view if we come into contact 

with an object we’re seeing for the first 

time. There are possibilities for special 

expressions when you’re coming to grips 

with an explanation of “something you 

saw for the first time” for someone who 

knows nothing about it. Wanting to 

change something into poetry is not 

actually discovery, it’s more the feeling or 

sensation. It’s beyond the discovery. 

 

5. [In parallel with 1.] 

“Ways to look at things,” or how to 

recognize and comprehend your objective 

before you start creating, connects to the 

‘question’ that guides us to fresh answers. 

I.e. “What are you looking for? What do 

you have to figure out?” ‘Discovering’ a 

problem is an ability demanded of by 

designers, and is equally as important as 

your creation, or answer. Raising the 

quality of your ‘output’ depends on the 

very question itself. I could change the 

way I just said that: when defining the 

level of quality in the things you make, 

you’ll have difficulty if you can’t find and 

establish the right question. The ‘answer,’ 

comes from the “way you look at it.” 

 

6. [In parallel with 2.] 

It’s difficult to explain design in a single 

word. What the taxi driver said was correct 

in that way. As we arrived at our 

destination I just let it pass with a really 

vague answer; “it’s not hard at all.” There 

must be many answers. I think it’s good to 

wonder how you should answer, but when 

faced with the question the words don’t 

come out. The shape of design is not 

precisely fixed. If the outline were to 

appear at a gathering where we each have 

a different idea of design, then it won’t be 

because of vague words like good taste or 

sense. I’d like to share things that are easy 

to understand and specific. If I had to 

explain it to someone I’d say, design itself 

is “the thing you see for the first time.” ⚓ 

 

	 



	 

	 

	 

	 

	 

Photo Log:  

Show us your favorite design 
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福山快太	 

Kaita Fukuyama	 

http://otafukudept.bl
og118.fc2.com/ 
 

2005年生まれ、小学1年生。

父ちゃんと母ちゃんは水道

筋の灘中央市場で「オタフク

デパートメント」っていうざ

っかやさんをしています。い

つも市場であそんでいます。	 

 

I’m a 1st year Elementary 

School student born in 2005. 

Mum and Dad run a variety 

store called “Otafuku 

Department” in the Nada Chuo 

Ichiba (Nada Chuo Market) in 

Suidosuji. Usually, you’ll find 

me playing at the market. 

あなたの好きなデザイン、見せてください	 

	 

	 

 

 

	 

 

1974年生まれ。和歌山出身、

神戸在住。オリジナル絵本の

歌う読み聞かせや体操のお

姉さんをしていますが、看護

師でもあります。2児と1猫の

母。	 

 
Born in 1974, I’m from 

Wakayama, now resident in 

Kobe. I’m a big sister in P.E. 

and I read out and sing 

original picture books for 

children. I’m also a registered 

nurse, and a mother of two 

kids and a cat. 

六甲でこども絵画教室を始め

て35年、2001年からは、障がい

児の教室をおこなっています。

未来を担うこども達の心を育

む時間を大切に、活動を続けて

います。毎年３月には灘区の原

田の森ギャラリーで、こどもア

ートフェスティバル「ゆめのは

こ」を主宰しています。 
	  
I’ve been running a children’s 

painting class in Rokko for 35 

years, and classes for special 

needs kids since 2001. Children 

hold our future, so helping 

them grow is very important. I 

supervise “Yumenohako,” an 

art fair for children held every 

March at Mori Gallery. 

 

おおたけなおこ	 

Naoko Otake 
橘	 裕子	 

Yuko Tachibana 	 
http://bari-furi.biz/yum
enohako/ 
 

2	 
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日常の中にあるお気に入りの

デザインを1日1つ、7日間にわ

たってピックアップしてもら

うことでデザインを見つめる

きっかけになりますように、と

いう企画。今回は神戸を拠点に

活躍中のアーティスト、こども

絵画教室の先生、小学1年生の

男の子にお願いしました。	 

	 

[撮影：2013年2月11日	 ̶	 17日]	 

	 

A chance to ‘re-see’ design  

by daily selecting and 

photographing one’s favorite 

‘design’ from day-to-day life, 

over the period of a week.  

This time round, we asked a 

Kobe-based artist, a children’s 

painting class teacher and a 1st 

grade elementary school 

student. 

[Photographed: 11th to 17th  

of February, 2013] 
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Photo Log: 

Show us your 

favorite design 

 
 
 
 
 
 

	 

	 

	 

2月11日(月)神戸のうみとそら。夕暮れ

前の静かでいい青だ。12日(火)建国記

念日は昨日だったけど。我が家の癒し

系日の丸。13日(水)触れられない見え

ないところで、色んな問題が起こって

る。私たちは、そこに住んでいる。覚

悟が必要だ。14日(木)レンコンが豚の

鼻に見えたので、カレーアート。15日

(金)芽が出てしまったニンニクを、旦

那さんが一粒ずつ庭に植えてくれて

た。やがて一粒が一房に。ねずみ算式

に増える様子を想像し胸弾む。16日

(土)くもり空にカラス。なんだかドキ

ドキする。17日(日)和歌山の実家から

送られてきたネーブル。オレンジ色は

ヒトを元気にするっていうけど、本当

だなあ。	 

	 

2月11日(月)ゆーらゆーら。12日(火)ぬ

くぬく。13日(水)くるくるころころ。

14日(木)ガオ。15日(金)くじら。16日

(土)つまみぐい。17日(日)我が家のか

わいいアイドルは月1回グルーミング

に出掛けます。あいきょうたっぷり“コ

コットくん”6才6kg、胴長短足“メー

プルちゃん”11才3kgフォトマジックで

大きさ逆転!!どっちがどっちかわかる

かな？	 

2月11日(月)フルーツフラワーパーク

のイルミネーション。12日(火)べんき

ょう机(えんぴつ削りがお気に入り)。

13日(水)かっこいいカイザーベリア

ル。14日(木)水道筋商店街にあるえべ

っさん。15日(金)ウチのBee(ビーちゃ

ん)。16日(土)いつも読んでる漫画。誕

生日にかってもらった。17日(日)市場

の中の和菓子屋さんにあったきれいな

お花。	 
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Event Report: “Making as Living” 

Exhibition, Kobe 

東日本大震災復興支援「つくることが生きること」神戸展	 

. D
 O

 C
 K

 



 

2012年3月に東京の3331 Arts Chiyodaではじまっ

た東日本大震災復興支援「つくることが生きるこ

と」展が、神戸で開催された。来場者の想いや背

景などの違いにより、受け取るものはおそらくさま

ざま。東北地方と神戸という複数の被災地を結

び、時や距離を超え、今後について考える思考の

スイッチになるであろうプログラムが展開された。 

 

• 全長約30m、神戸で被災した美術家・椿昇氏による

白いバルーン作品「ｍushroom」。テーマは、核。 

• 阪神・淡路大震災直後の神戸を写した宮本隆司氏

と、東日本大震災前後の岩手県陸前高田市を撮っ

た畠山直哉氏、2人の写真家によるスライドショーや

トークセッション。 

• 神戸での復興支援活動をアート、デザイン、建築の3

分野にわけてリサーチし、年表におとしこんだ「阪神・

淡路大震災＋クリエイティブ タイムライン マッピン

グ プロジェクト」。 

• 大震災、大津波でうしなわれたまちや村を1/500の

縮尺の模型であらわし、記憶や想いを保存、継承し

ていく「失われた街 模型復元プロジェクト」。 

• 美術家・遠藤一郎氏によるライブペインティング、たく

さんの夢が描かれた凧を大空にあげる「未来龍大空

凧」の展示・ワークショップ。 

• 2011年7月から現在も取材が続く、東北地方を中心

に活動する復興リーダーのインタビュー映像。 

• アーティスト・日比野克彦氏の呼びかけで始まった、

ハート型のピースをつなぐ「ハートマークビューイン

グ」。 

• さまざまな遊び、東北の食や地酒が楽しめる「やっぺ

し祭りin神戸」。 

 

そのほか、阪神・淡路大震災や東日本大震災に

関わる復興プロジェクトを進めるクリエーターや専

門家によるトークセッション、ワークショップ、復興

支援を目的につくられた商品などを展示・販売す

るショップなども登場。 

  

本展は、2011年3月の東日本大震災をきっかけに

誕生した、復興支援活動をサポートするソーシャ

ル・クリエイティブ・プラットフォーム「わわプロジェ

クト」と、阪神・淡路大震災から18年という歳月が

すぎた神戸における “創造と交流”の拠点として

2012年8月にオープンした、デザイン・クリエイティ

ブセンター神戸（KIITO）の共同開催。2013年の東

京展は3月9日～31日、3331 Arts Chiyodaにて。 

  

復興への道のりは、あまりに長い。ほんの少し先

を行く神戸の今は東北地方に希望の光を示してい

るのだろうか、と自問が続く。(テキスト：二階堂薫) 

⚓ 

会  期  

2013年1月17日（木）～27日

（日） 

会  場  

デザイン・クリエイティブセンタ

ー神戸（KIITO）	 

主  催  

わわプロジェクト（一般社団法

人非営利芸術活動団体コマン

ドN）、デザイン・クリエイティブ

センター神戸（KIITO）	 
後  援  

神戸市、神戸市教育委員会、

神戸新聞社、NHK神戸放送局 

協  賛  

株式会社映像機器システム、

ＮＥＣディスプレイソリューショ

ンズ株式会社、 菊正宗酒造

株式会社、キヤノン株式会

社、財団法人神奈川県建築安

全協会、バルコ株式会社、富

士フイルム株式会社、レンゴー

株式会社 

協  力  

やっぺし祭り実行委員会、 

NPO法人災害救助犬ネットワ

ーク、神戸アートビレッジセンタ

ー、3331 Arts Chiyoda 

 

Period 

17th (Thur) - 27th (Sun) 

Jan. 2013 

Venue  

Design and Creative 

Center Kobe (KIITO) 

Organizat ion  

Wa Wa Project (Non-profit 

Arts Organization 

commandN), Design and 

Creative Center Kobe 

(KIITO) 

Sponsor 

Kobe City, Kobe City Board 

of Education, 
Kobe Shimbun, NHK Kobe 

Support 

EIZOU Inc., NEC Display 

Solutions, Ltd., 

Kiku-Masamune Sake 

Brewing Co.,Ltd., Canon 

Inc., Kanagawaken 

Kenchiku Anzen Kyokai, 

Barco, Inc.,  

FUJIFILM Corporation, 

Rengo Co.,Ltd.  
Cooperat ion  
Yappeshi Matsuri 

Executive Committee, 

Disaster Rescue Dog 

Network, Kobe Art Village 

Center, 3331 Arts Chiyoda 

 

“Making as Living,” first held in March 2012 at 
3331 Arts Chiyoda in Tokyo, was exhibited in 
Kobe. Interpretations likely varied depending 
on the differences in background or 
impressions of visitors. Various programs were 
held considering the future; crossing time and 
distance to unify Tohoku and Kobe, both areas 
struck by disasters. 
 
•  About 30m in length, “mushroom” is a white 

balloon artwork created by Noboru TSUBAKI, 

victim of the Kobe earthquake. Theme: nuclear. 

• Slideshow and talk sessions by Ryuuji MIYAMOTO 

(photographed Kobe after the Great Hanshin 

Awaji earthquake) and Naoya HATAKEYAMA 

(photographed Rikuzentakata city in Iwate 

Prefecture before and after the Tohoku 

earthquake. 

• The “Great Hanshin Awaji earthquake + Creative 

Timeline Mapping Project” records reconstruction 

support efforts in Kobe from art, design and 

architectural research in chronological form. 

• The “Lost streets: model restoration project” 

preserves and inherits the thoughts and memories 

in a 1/500 scale model of a town/village lost in the 

earthquake and following tidal wave. 

• Exhibition and workshop “Mirairyu Osoratako,” 

takes kites with dreams painted on to the 

heavens. Live painting by Ichiro ENDOU. 

• Interviews of reconstruction leaders active in the 

Tohoku region; the project was started in July 

2011 and still continues today. 

• Starting with an appeal by artist Katsuhiko 

HIBINO, “Heartmark Viewing” connects heart 

shaped pieces together. 

• Food and sake to be enjoyed at “Yappeshi Festival 

in Kobe.”  
 
Additional talk sessions and workshops by 
creators and specialists involved in 
reconstruction projects for the Great Hanshin 
Awaji and Tohoku earthquakes were held, 
artworks about reconstruction support 
displayed, and a shop for exhibition and sales 
opened. 
 
This exhibition, held at the Design and Creative 
Center Kobe (opened August 2012 as a place 
for “creation and exchange” 18 years after the 
Great Hanshin Awaji earthquake) was held 
simultaneously with the social creative 
platform “Wawa Project,” which supports 
reconstruction efforts formed after the Tohoku 
earthquake. The Tokyo exhibition was held 
from the 9th - 31st of March 2013. 
 
It’s a long way before Japan rebuilds. One asks 
if Kobe, only just ahead of the Tohoku 
earthquake reconstruction, shines a light on 
people’s aspirations. (Text: Kaori Nikaido) ⚓ 
 



 

“創造と交流”の拠点として始動したデザイン・クリ

エイティブセンター神戸のオープニングイベントの

一環として、デザイン都市・神戸の取り組みを国内

外へ発信するためのフォーラムが開催された。 

 

ブエノスアイレス、ベルリン、モントリオール、名古

屋、サンテティエンヌ、グラーツ、神戸、大邱の代表

が未来の創造力を育むための取り組みを順に発

表。大阪市立大学大学院創造都市研究科の佐々

木雅幸教授は、デザイン都市ネットワークの今後の

展望について「20世紀の大量生産・消費型経済は、

世界共通の社会・環境問題を引き起こした。若い世

代がさらに大きな問題を乗り越えていくには、創造

力が必要だ。ユネスコネットワークや先進的な都市

や地域のデザイン力を伸ばし、紛争や災害などの問

題を抱える地域に広めていくことが、我々のネットワ

ークのミッションである」と総括的にコメントした。 

 

また、アートユニット・明和電機は「子どものナンセ

ンス発想力の育て方」と題し、「子どもにとって大切

なのは、自由な発想と実現するためのテクニック。

見たこともないようなものを現実化するのはエキサ

イティングであり、その楽しさを子どもたちが体験す

る場がもっと必要だ」とプレゼンテーション。 

  

各都市の代表は、デザイン・クリエイティブセン

ター神戸（KIITO）や六甲ミーツ・アートの視察、

一般参加者を交えた意見交換、デザイン都市間の

実務者協議などもおこない、連携や交流を深め

た。（テキスト：神戸市企画調整局デザイン都市

推進室、西端千恵）⚓	 

 

 

会  期  

2012年11月10日（土） 

会  場  

デザイン・クリエイティブセンタ

ー神戸（KIITO） 

主  催  

神戸市企画調整局デザイン都

市推進室 

参加都市  

《デザイン都市》ブエノスアイレ

ス、ベルリン、モントリオール、

名古屋、深圳、ソウル、サンテ

ティエンヌ、グラーツ、神戸、

《親善協力都市》大邱 

 

Period  
10th (Sat) Nov. 2012 

Venue  
Design and Creative Center 

Kobe (KIITO) 
Organizat ion  

Design City Promotion 
Office, Planning and 

Coordination Bureau,  
City of Kobe 

Part ic ipat ing Cit ies 
(Cities of Design):  

Buenos Aires, Berlin, 
Montreal, Nagoya, 

Shenzhen, Seoul, 
Saint-Étienne, Graz and 

Kobe  
(Partnership City): Daegu 

The Cities of Design Forum was held to 
communicate initiatives of City of Design Kobe both 
nationally and internationally, as one part of the 
opening event of Design and Creative Center Kobe 
(KIITO), activating “creation and exchange.” 
 
Announcements of initiatives for the future of 
creative power by representative metropolises 
were made in order from Buenos Aires, Berlin, 
Nagoya, Saint-Étienne, Graz, Kobe and Daegu. Dr. 
Masayuki SASAKI from the Graduate School for 
Creative Cities, Osaka City University, gave an 
all-embracing comment, “The 20th centuries mass 
production and consumer economics have caused 
worldwide social and environmental problems. 
Creativity is necessary for the younger generations 
to overcome these growing questions. Our 
network’s mission is to enhance the design power 
of the UNESCO network, as well as other leading 
cities and regions, and then to spread this power to 
areas dealing with disputes and disasters.” 
 
In addition, the art unit Maywa Denki, on the 
theme of “Methods of raising nonsensical ideas in 
Children,” stated in their presentation, “the most 
important thing for children is making free 
expression possible. Turning things they have 
never seen into reality is exciting; a place to 
experience this enjoyment is important.”  
 
Representatives from each city toured the Design 
and Creative Center Kobe (KIITO) and the Rokko 
Meets Art exhibition. Opinion exchanges involving 
general participants as well as discussions between 
Cities of Design representatives were held, 
resulting in deepened partnerships and exchanges. 
(Text: Chie Nishibata, Design City Promotion 
Office, City of Kobe) ⚓ 
 
 
(Rokko Music Box Museum director, Rokko Meets 
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Event Report: “Fostering Future 

Creativity” Cities of Design Forum 

in KOBE 

 
	 

 

ユネスコ・デザイン都市フォーラム	 in	 KOBE	 

「未来の創造力を育むために」	 

	 

 



 

大人になってから、国内外で何回も引っ越しを繰り

返した。その25回目の引っ越しが神戸の北野だっ

た。かなり居心地が良く、引っ越し魔の僕は北野

から出る気がなくなった。この土地に根を下ろした

いと思い、神戸R不動産を始めた。 

 

神戸といえば観光のイメージが強いが、僕らは「暮

らす場としての神戸」を、もっと多くの人に知っても

らいたいと思っている。そこで「神戸に住む」ことを

主眼にした「神戸移住のための地図」をつくり始め

た。移住検討者の視点で、神戸暮らしを体験して

もらうための地図だ。僕ら神戸市民がホスト役にな

り、希望者に安心して移住してもらうことが大切だ

と感じている。 

 

「神戸はいいところだよ。引っ越しておいで！」と共

にPRし、ホストになってくれるサポーターが欲しく

て、イベントを開催した。個性的なゲストスピーカー

3名を含め、新旧神戸人が大勢集まり、それぞれ

の神戸に対する思いの詰まった熱い夜になった。

そんな風に共感しあう者同士で、この地図をひと

つのツールとして、他府県からの勇気ある移住者

を募っていきたい。 

 

生活やビジネスの場で新旧神戸人のさまざまな価

値観が混ざり合うことにより、今までにない新しい

神戸の価値観が生まれ、この街のポテンシャルが

さらにブラッシュアップされると信じて、2013年春を

目標に地図の作成を進めている。（テキスト：神戸

R不動産・有限会社Lusie代表、小泉寛明） ⚓ 

 

 

会  期  

2012年12月3日（水） 

会  場  

神戸レガッタ＆アスレチックク

ラブ 

主  催  

神戸R不動産、神戸移住のス

スメマップ制作委員会 

ゲストスピーカー 

慈憲一（nadatama）、森本アリ

（旧グッゲンハイム邸）、三宗

匠（salon I'ma） 

プレゼンター 

小泉寛明（神戸R不動産、北

野在住） 

 

Period  

3rd (Wed.) Dec. 2012 
Venue   

Kobe Regatta & Athletic Club 
(KR&AC) 

Organizer  
Real Kobe Estate, Kobe Life 

Map Production Committee  
Guest Speakers  

Kenichi UTSUMI (nadatama), 
Ali MORITOMO (former 

Guggenheim residence), 
Takumi MITSUMUNE (salon 

I'ma) 
Presenter  

Hiroaki KOIZUMI (Real Kobe 
Estate, Kitano resident) 

 

コラム「神戸移住のススメ」 

realkobeestate.jp/blog/?p=49 

When I became an adult, I moved house 
repeatedly both in Japan and internationally. 
The 25th time I move to Kitano in Kobe. It was 
very comfortable, and the moving demon that 
had inside me up till then just went away. I 
decided to put some roots down and started 
Real Kobe Estate.  
 
Kobe has a strong touristy image, but I wanted 
to introduce “Kobe as a place to live,” so we 
created the “KOBE MAP for NOMADS.” It’s a 
map for living in Kobe from the point of view of 
a person considering migrating. Kobe citizens 
become hosts, and we feel that applicants 
should be able to move here with a peace of 
mind. 
 
Our PR included the slogan “Kobe is a great 
place. Move here!” and we held an event 
desiring supporters to become hosts. Crowds 
of people from Kobe attended including three 
individual guest speakers; it was a passionate 
evening packed with thoughts about Kobe from 
various people. We’d like to invite people from 
other prefectures with the courage to migrate; 
they can use this map we created with our 
like-minded Kobe friends as a tool. 
 
New values of Kobe were created from the 
mixing of various people from Kobe, here for 
living or business, both young and old. We 
believe the potential of the streets was 
polished. We are currently working on the map, 
aiming at releasing it in 2013. (Text: Hiroaki 
Koizumi, representative of Real Kobe Estate, 
Lusie, Inc.) ⚓ 
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Event Report: Kobe Portland 

Project, “Interesting people; 

move to Kobe!” 
	 

 
神戸・ポートランド化計画	 

オモシロい人、神戸に引っ越しておいで編	 

	 

 

 

	 



 

City of Design Report: SEOUL 

Buenos Aires 

Berlin 

Montréal 

Nagoya 

Kobe 

Shenzhen 

Shanghai 

Seoul 
Saint-Étienne 

Graz 

Beijing 

 

 

 

	 

	 

世界では全部で11の都市が、

ユネスコデザイン都市として

認定されています(2012年7月

時点) 。今回は、ソウルを拠

点とするデザインライターの

Fritz K. Parkに、デザイン都

市であり韓国の首都である、

ソウルのデザインシーンにつ

いてのテキストを担当してい

ただきました。 

 
As of December 2012, there are 

11 cities worldwide recognized 
as UNESCO Design Cities. This 

time we asked Seoul based 
design writer Fritz K. Park for 

his view on Design City Seoul. 
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近年、韓国ではデザイナーの立場がより尊重されるもの

になっている。技術者や労働者という枠にとらわれるこ

となく、彼らにふさわしい知名度を獲得しつつある。	 

	 

その理由として挙げられるのは、デザイン都市ソウルと

してのスタートが心もとないものであったことだ。2010

年、ソウルがデザイン都市に選ばれたとき、人々がデザ

インを話題にし、語り合うことには成功したが、多くの

人々はそれが何を意味するのか知らないままだった。街

のサイン表示を含む公共設備が(実際のところ、一夜にし

て)デザインを冠するものとなった。ソウルという都市を

象徴する一般的な使用のためのタイプフェイス(書体)は

6ヵ月ほどで発展したが、現在もアップデートが繰り返さ

れ、変化し続けている。それは都市の“せっかち”なメ

ンタリティーを象徴している。デザイン都市として3年目

を迎え、DDP(東大門デザインプラザ‐2014年開業予定)な

どのプロジェクトにも恵まれて、希望に満ちている。	 

	 

デジタル革命の成熟とコンピューターの活用によって、

グラフィックデザインでは多様な表現(ウェブデザイン、

マルチメディアデザイン、UXデザイン)ができるようにな

ったことは、予定通りに物事を進める、細かいところに

まで注意を払う、物事に対して“正しい”やり方を探そ

うとするといった韓国人の気質、つまりバングカルチャ

ーを顕著なものとした。ここからAmeobaやVi-nylといっ

たスタジオが生まれてきた。	 

韓国ではまた、”ユーモアやパロディーをふんだんに取

り入れたアート”としてのグラフィックデザインは活気

がある。学生にとって、流行語のようになってしまった

がエディトリアルデザインというキャリア選択において

も、デジタル媒体向けのもの、従来型の媒体のもの両方

に道が開かれている。Workroom、601	 Bisang、Pilmukそ

してNa	 Kimといったデザイナーやデザイン関連スタジオ

や会社が挙げられる。これらは異なった性質を備えなが

らも、知性、芸術における完全性、伝統によって新しい

ものを創りだす力といったものに目を向けながら、彼ら

のデザイン性を表す抽象的芸術(欧米テイストを取り入

れながら)に取り組んでいる。	 	 

見通しは明るい。海外で何百万もかけて得た学位を携え

て韓国に戻るデザイナーもちらほらあらわれている。デ

Designers have, in the past few years, 
garnered a bit more respect than in 
previous years. No longer regulated to 
the confines of technician or worker, 
designers in Korea are slowly but surely 
gaining the recognition they believe 
they deserve.  
 
The reasons for this would be the shaky 
start Design City Seoul got off to. The 
designation of Seoul as the 2010 Design 
Capital succeeded in having the general 
populace speak and talk about design, 
but few people understood what it all 
meant. Street signs, storefront signage 
and public spaces were all transformed 
(virtually overnight) in the name of 
design. A typeface embodying the city 
of Seoul was developed and distributed 
for general use in just over 6 months 
(and is going through numerous 
updates and reiterations even today). It 
symbolizes the rapid ‘hurry-hurry’ 
mentality of the city it was made to 
represent. The city—now in its 3rd 
Design City year—has matured, and 
greatly anticipated projects like the DDP 
(Dongdaemun Design Plaza), scheduled 
to open in March 2014, are popping up 
on the horizon. Hopes are high. 
 
The maturing of the digital revolution, 
and with it the prolific abundance of  
 
computer aided graphic design in its 
various renditions (web design, 
interaction design, multi-media design, 
UX design etc.) is conducive to the 
mental landscape of the Korean 
psyche, namely the bang culture (for 
lack of a better word); secluded, 
meticulous attention to detail, and 
finding the ʻcorrectʼ way to do things 
has resulted in studios like Ameoba, 
Vi-nyl and many others to spring forth 
onto the playing field. 
 
Still, the ʻarteestʼ side of graphic design 
in Korea is still alive and well. Editorial 
design, or print is still very much a 
buzzword here as students are equally 
divided in career choices to work for a 
digital-based company or a more 
conventional graphic design based 
one. Workroom, 601 Bisang, Pilmuk, 
and Na Kim are designers, studios and 
design companies that come to mind. 
These are of a different temperament, 
as they look to intellect, artistic integrity, 

世界のデザイン都市最新情報：ソウル 

 
	 



 

 

フリッツ	 K	 パク	 

Fritz K. Park 

fritzpark.blogspot.kr 
	 

ソウルで生まれ育つ。彼は	 

“街を育てた”と言うが、	 

“街に育てられた”という方

がしっくりくる。生粋の

Seoulite	 (ソウル人)	 として、

デザイン分野での仕事全般に

たずさわる。ソウルと魂(ソウ

ル)を作品作りに生かしたい、

と考えて模索中。	 

	 

Fritz was born and raised in 
Seoul, Korea. He often boasts 

that he ‘built this city’, but in 
reality the reverse is true. A true 

Seoulite, he works, teaches and 
organizes events around all 

things design and seeks to 
incorporate S(e)oul into his 

work, even though he doesn’t 
have any. S(e)oul, not work. 

 
 

まで注意をはらう、物事に対して“正しい”やり方を探

そうとするというような韓国人の気質、つまりバングカ

ルチャーを顕著なものとした。ここから、AmeobaやVi-nyl

といったスタジオが生まれてきた。	 

	 

また、韓国では	 “ユーモアやパロディーをふんだんに取

り入れたアート”としてのグラフィックデザインに活気

がある。学生にとって流行語のようになってしまったが、

エディトリアルデザインというキャリア選択において

も、デジタル媒体向けのもの、従来型の媒体のものの両

方に道が開かれている。Workroom、601	 Bisang、Pilmuk、

そしてNa	 Kimといったデザイナーやデザイン関連スタジ

オや会社が挙げられる。これらは異なった性質をそなえ

ながらも、知性、芸術における完全性、伝統によって新

しいものを創りだす力などに目を向けながら、彼らのデ

ザイン性を表す抽象的芸術(欧米テイストを取り入れな

がら)に取り組んでいる。	 	 

	 

見通しは明るい。海外で何百万もかけて得た学位をたず

さえて韓国にもどるデザイナーも、ちらほら現れている。

デザインに役立ちそうな文化を知っており、新たに身に

つけたスキルを生かす方法や選択肢についてオープン

で、進取の気性に富む精神を持っていることが、デザイ

ン学校やアートスクールの卒業生が、企業やポジション

に迎合することなく彼ら自身を生かすことに一役買って

いる。アントレプレナーと呼ばれる企業家はもはや少数

にとどまらず、mykc、Mr.	 Jones	 AssociationやFNTとい

ったデザイン関連カンパニーとして、新たな局面を創造

している。こうしたデザインシーンがどう進化するのか

は、まだわからない。ゴスペル化した“ガンナムスタイ

ルや”K-popをはじめとする韓流ブームの中で、過剰にな

ることにあまり意識せず、コンテンツ開発を進め、仕事

に誠実に取り組む姿勢が必要である。そしてこのコンテ

ンツと仕事に対する誠実さが、韓国には豊富にある。⚓	 

	 

	 

	 

computer aided graphic design in its 
various renditions (web design, 
interaction design, multi-media design, 
UX design etc.) is conducive to the 
mental landscape of the Korean psyche, 
namely the bang culture (for lack of a 
better word); secluded, meticulous 
attention to detail, and finding the 
‘correct’ way to do things has resulted in 
studios like Ameoba, Vi-nyl and many 
others to spring forth onto the field. 
 
Still, the ‘arteest’ side of graphic design 
in Korea is still alive and well. Editorial 
design, or print is still very much a 
buzzword here as students are equally 
divided in career choices to work for a 
digital-based company or a more 
conventional graphic design based one. 
Workroom, 601 Bisang, Pilmuk, and Na 
Kim are designers, studios and design 
companies that come to mind. These are 
of a different temperament, as they look 
to intellect, artistic integrity, tradition 
made new, and just plan abstract art 
(with a flavor of the West) to express 
their design work. 
 
Still, the silver lining is over yonder. 
Designers who have spent millions 
earning their degrees overseas are 
slowly trickling back to Korea. Privy to a 
culture a bit more conducive to design, 
and a bit more open to options about how 
to use their new found skills, a more 
pro-active mindset has allowed more 
design school, and art school graduates 
to seek out work on their own without 
resorting to corporate employment or 
entry level design positions. 
Entrepreneurs are no longer few and far 
between, studios like mykc, Mr. Jones 
Association, and FNT, seek to break new 
ground in what is often referred to as 
small studios. How the design landscape 
will change and evolve is anybodies 
guess. With all the interest in K-pop, 
Hallyu and Kangnam Style becoming 
gospel, one tends to send caution to the 
wind in not being too excessive, but 
driving content and sincerity in the work. 
Both of which Korea has, in abundance. 

⚓ 

Top: Design City Seoul’s Fonts: Seoul Han-gang (semi-serif) and Seoul Namsan (sans). 
Bottom: “B”, an advertisement-free brand documentary magazine run by Entrepreneurial studio mykc. 



デザインドリル	 

	 

 

 

	 

 

	 

	 

算数ドリルや漢字ドリル。小学校の朝学習や宿題だった

「ドリル」はみなさんご存知でしょう。そこで、もし「デ

ザインドリル」があったら…？ゼミ形式のオープンセミ

ナー「デザインしょうがっこう」では、毎回の練習問題

として「デザインドリル」をおこなっています。今回は、

「デザインしょうがっこう」に参加されたみなさんのさ

まざまな解答をご紹介します。これらの解答が正解だと

は限りません。というか、正解なんてあるのでしょう

か？？	 今回のお題は「あなたの決めポーズを考えよう」

です。(デザインしょうがっこう担任:畠健太郎) ⚓	 
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Design Drill: Your Trademark Pose 

 

Math drills and Chinese character 

drills. Everyone knows the “drills” we 

got for homework or morning study at 

elementary school, right? So... what if 

there was a design drill? We do 

“Design Drills” as practice problems 

every time we hold one of our “Design 

Elementary School” open seminars. 

I’d like to show you a few answers we 

received from participants at our 

“Design Elementary School.” The 

answers are not limited to just what is 

“correct.” Or should I say, I wonder if 

there is a right answer? 

Today’s problem: “Show your 

trademark pose.” (“Design 

Elementary School” Homeroom 

Teacher: Kentaro Hata) ⚓ 

 

Left: 

Hideo Morita 

Right: 

Naoko Otake 
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デザインしょうがっこう 

Design Elementary School	 

http://shougakkou.prism-d-labo.com	 	 



	 

Left: 

Shintaro Horii 

Right: 

Yui Okada 

Left: 

Toshiko Torita 

Right: 

Mizuki Doi 



 

 Cover Creator Interview: 

Adam Oehlers (England, UK) 
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『.DOCK』第3号の表紙の作品を制作したのはイギリス

出身のアーティスト、アダム・オーラー。「子どもた

ちの夢」をテーマに、イラストを描いてくれました。	 

（聞き手：ダンカン・ブラザトン）	 

	 

今回の作品について、教えて。	 

雑然としたイラストが好き。見る人が思わず見入ってしま

って、絵の中に迷い込んでしまうような。今回の表紙絵の

話を聞いたとき、この子どもが浮かんだんだ。そこに僕が

イメージした子どものおもちゃや、伝統的な日本のイメー

ジも織り交ぜて描いたよ。	 

	 

どうやって絵を描くの？	 

毎回、似たような作業になるね。まずはサムネイルをスケ

ッチして構成を確認してから、キャラクターを描いていく。

それができたら鉛筆で描き始め、ペンでなぞって、絵具で

色を重ねていく。さらにペンで修正して、クロスハッチで

陰影をつけ、色を調整しながら仕上げていくよ。	 

	 

日本に来たことはある？	 

残念ながら、まだないよ。僕の妻はちょっとだけ東京を訪

れたことがあって、気に入っていたね。僕もいずれ行って

みたいと思う。	 

	 

神戸では、何をしたい？	 

『.DOCK』のメンバーに、ぜひ会いたいね。訪れた土地の人々

と知り合うことはすばらしいことだから。街を案内してく

れる？いろいろ見てまわりたいし、街の隠れた魅力も知り

たいな。 

 

もちろん、大歓迎！アダム、今回は本当にありがとう！	 

⚓	 

The cover design for .DOCK was 
done by Adam Oehlers from 
England, UK, who chose to 
illustrate a child’s dreams for us. 
(Q’s: Duncan Brotherton) 
 
Could you tell us about your cover 
picture? 
I’m a big fan of making my illustrations 
really cluttered. I like to give the viewer 
a lot to look at so that they can 
hopefully find themselves a little lost in 
the picture. When I was told about this 
issue this image of a child just sprang to 
mind. I have included a few bits and 
pieces of traditional Japanese imagery 
in amid the clutter, and a few toys of my 
own creation as well. 
 
Could you tell us how you 
illustrate? 
I usually stick to a pretty similar routine 
for each of my pieces. I’ll start off with a 
thumbnail sketch to get the composition 
right, then I’ll move onto a couple of 
character sketches. When I’m happy 
with all of that I’ll start work on a pencil 
outline of the final piece. The next step 
is a pen outline, when that’s done I get 
my watercolors out and do the color 
layer and then finally I’ll finish it off with 
more pen work, shading, crosshatching 
and darkening where ever needed. 
 
Have you ever been to Japan? 
Unfortunately I have never been to 
Japan. My Wife has though; she spent a 
little time in Tokyo and loved it. I hope 
to make it over at some point. 
 
If you could come to Kobe, what 
would you like to do? 
If I was to come to Kobe I think I would 
like to meet up with the folks 
from .DOCK. I always find it’s great to 
know someone who is local to the place 
you are visiting. Hopefully you guys can 
show me the sights and the more 
hidden gems of the city. 
 
We’d love to. Thank you Adam! ⚓ 
 
 
 

アダム・オーラーズ 
Adam Oehlers 

www.adamoehlers.com	 

 
1980年、イギリス(コヴェントリ

ー)生まれ。オーストラリア(アデ

レード)で学び、現在はイギリス

を拠点とし、多くの作品を世界

に向けて発表している。主な作

品は'A Babble of Words' (2008年、

Brolga Publishing), 'All Hail the 

21st century' a book of poetry 

(2010年、自費出版), 'Dear Little 

Emmie' (2011年、仏出版社  Au 

Fond du Grenier), and 'Cinderella 

Jump Rope Rhymes' (2011 年  

'Cabinet De Fees'との共同出版)

など。 
 
Adam was born in Coventry in 

England in 1980, He grew up and 
studied in Adelaide (south 

Australia) before returning to the 
UK where he is currently based. 

He exhibits world wide and his 
publications include 'A Babble of 

Words' (2008 Brolga Publishing), 
'All Hail the 21st century' a book 

of poetry (2010 self published by 
the Author), 'Dear Little Emmie' 

(2011, with the French publishing 
house Au Fond du Grenier), and 

'Cinderella Jump Rope Rhymes' 
(2011 with 'Cabinet De Fees'). 

 


