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第第第第

回
回回回 学校との懇談会

月 日 （土）小雨の降る中、 「学校との
懇談会」 がライ フパー ク倉 敷にて開 催され
た。今年 は 校 名の学生 先 生と本ク ラ
ブより 名の方が 参加し て、 それぞれ の立
場で熱心 に意見 交換が 行わ れた。今 回は
「学生のためになる懇談会」をコンセプト
に賛助会 各社及 び設計 事務 所の求人 状況、
具体的な 仕事の 内容に つい て説明が あり、
学生も積 極的に 質問し 近い 将来の指 針に
なったよ うに思 われる 。会 員も若か りし頃
の厳しい ながら も楽し い日 々をかえ りみ学
生にダブ らせな がら答 えて いた。
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・ＯＫＣ会員のみなさんはどんなアフター５を
過ごされているのでしょうか？
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大大大大ボーリング大会
総務広 報委員 会の親 睦の 一環とし
て大ボー リング 大会を 開催 しました 。
大会には 他委員 会の方 も多 くの参加
があり盛 大に行 われま した 。４人一
組のチー ムに分 かれて ２ゲ ームの合
計で競う 形です 。
中桐代 表の始 球式で スタ ートです 。
各チーム 好スタ ートで 一進 一退の大
接戦でし た。山 田副幹 事長 の四股踏
みならぬ 、鋭い 踏み込 みの 影響があ
り、勝敗 の行方 は最終 フレ ームまで
もつれ込 みまし た。そ んな 中での優
勝は柴田 委員長 、小川 先生 、日本オ
スモ㈱の 田中氏 、㈱コ クエ イの横田
によるチ ームが 逆転優 勝し ました。
個人成 績のト ップは ハン ディもあ
りました が、事 務局の 大野 さんでし
た。表彰 式の後 はビー ル飲 み大会が
夜の街で 繰り広 げられ まし た。
㈱コ クエイ 横 田 亜都伯
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先生方 からワ ンデー エク ササイズ の課題
は都市デ ザイン より単 体規 模が良い との意
見が大半 を占め たので その 方向で検 討して
みたい。 時期に ついて は一 部の先生 より
月が良い との意 見がで たが 、従来ど おり
月とした 。最後 に、学 生か らこうい った交
流をもっ と増や して欲 しい 、よい時 間を与
えていた だいた と感想 が述 べられた 。
そのほ か、時 間いっ ぱい まで意見 交換が
行われ交 流を深 めるこ とが 出来たこ と参加
会員の皆 様には 本当に 有難 うござい ました 。
㈱ ナガオ プラン ネッ ト 長 尾 悟

･

㈱や なぎ 建築設計 事務所

写真 「「「「
アフター５５５５」」」」
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・家族みな 花火見物 わしゃ仕事
夏祭り 浴衣ながめて 夕涼み
カラフルに 花火と浴衣 夏祭り
やってるよ 子供にせがまれ 夏祭り
夏の夜 浴衣のあの娘と 手をつなぐ
また今度 連れて行ってね 夏祭り 女(子高生 )
夏祭り あの娘（こ）は 今頃どうしてる
・ グリーンカーテンを作る為ゴーヤの苗を植えて毎日帰宅後、
夏祭り 浴衣美人に 胸がキュン
水をやりながら大きく育っていく様子を見るのが楽しみです。
我が女房 浴衣姿は いい女
後から考えると、苗・プランター・土・肥料等購入して育て
るより簾を買ったほうが安かったかも・・・・・
うらじゃ見て 帰ってみたら シャツ裏じゃ
・家でのんびり本を読む事です。本のジャ
浴衣着て 心ときめく 夏祭り（乙女心）
ンルは問いません自分でおもしろそうだと
思った本を読んでいます。
孫連れて ビール片手に 夏祭り
浴衣着る 娘に道ゆずる 夏祭り
宵闇に あの彼女 ひ(と の)姿 か(げ 探)す 夏祭り
夏祭り 孫とともに かき氷
我忘れ 飲まれ呑まれて 夏祭り
夏祭り もれなくつくよ 消費税
浴衣美女 匂いが残念 タンスにゴン
空こがし ゆかた色めく おくれ髪
夏祭り ショールームでも ゆかた着て
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月例会報告
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・ベランダで見るビールのつまみ

・毎日、365日、ビールから始まる私のアフター5
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ＯＫＣ川柳

お題「夏祭り」

月 日 時 分から 岡山県 生涯 学習セン ター
北(区伊島町 )階大研修室で 月例会を開催しま
した。通 常例会 後のセ ミナ ーは初め ての試 みで、
ＪＩＡ中 国支部 岡山地 域会 との共催 で行い まし
た。参加 人数は 、正会 員 名、賛助会 員 名、
学校関係 名、事務局１名 Ｊ+ＩＡ正会員 名
(名はＯＫＣに含む の)計 名でした。皆様ご
多忙の中 ご参加 いただ きま して、大 変あり がと
うござい ました 。
セミナーの講師に （ＤＩＣカラーデザイン株
式会社 取締役 クリ エイ ティブ事 業部長 ）中
川真章様 を迎え 『～地 域に 貢献する カラ ーユ
ニバーサ ルデザ イン～ 』と 題し、ユ ニバー サル
デザイン という 言葉が 一般 的に定着 しつつ ある
中で、今 回は色 のユニ バー サルデザ インに つい
て講演頂 きまし た。第 一部 では、ま ず初め に基
礎知識の 説明を 頂き、 色の 見え方に は個人 差が
あるとい うこと 、さら に目 に疾患等 をもち 色の見 え方 が一般の 人と異 なる多 くの 人
達が存在 してい るとい うこ と、目の しくみ や色覚 特性 、さらに は加齢 による 見え 方
の変化や あらゆ る疾患 等に よる見え 方につ いて講 義頂 きました 。人の 体形や 顔な ど
が少しず つ違う ように 色の 見え方も 人それ ぞれ少 しず つ違って いるみ たいで す。
続いて は、基 礎知識 を基 に色弱者 や高齢 者、弱 視の 方々等の 見分け にくい 配色 の
例につい て、そ れぞれ の視 覚特性を 疑似的 に例示 した 資料を基 に説明 頂きま した 。
講義中に 眼鏡を 外して 資料 を見ると 見分け のつき にく いものが あり実 感しま した 。
第二部で は、第 一部の 続き として実 例を例 にとり 、配 色や目立 ちやす いデザ イン に
ついて、 引き続 きサイ ンの 位置や背 景によ る影響 など を考慮し たデザ インを 、良 い
例と悪い 例を取 り上げ 説明 頂きまし た。ま た最近 では 、色帯に 色名を 添えて 表現 し、
色弱の方 にも配 慮が進 んで いること を学び ました 。ま たサイン 計画だ けでな く、 建
物の床の 配色や 点字ブ ロッ クについ て良い 例と悪 い例 をもって 講義頂 きまし た。 高
齢者の住 まいや 、公共 性の 高い場所 におい ては特 に配 色にも注 意が必 要であ るこ と
を学びま した。 皆様の 業務 等のお役 に立て ていた だけ れば幸い です。
最後に なりま したが 、例 会準備運 営に協 力頂い た会 員の皆様 、講師 への依 頼や 調
整をして 頂いた ＪＩＡ の方 々、そし てこの 共催セ ミナ ーの開催 にあた り理解 を頂 き、
いろいろ なアド バイス をく ださった 幹事を はじめ とす る皆様に 感謝を 申し上 げま す。
ありがと うござ いまし た。
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