
　東京屋外広告協会は公益社団法人へ移行し２年目を迎えました。一昨年

は東日本大震災、そして原発事故など未曾有の災害に見舞われ、屋外広告

業界にとりましても厳しい中での２年間でございました。

　当協会では先般６月６日に総会を開催し、平成 24 年度決算が承認され、

任期満了に伴う役員改選が行われ、新理事の皆様が加わり、平成 25 年度の

スタートとなりました。

　さて、日本経済は大胆な金融政策、機動的な財政政策の効果などにより回復基調にあり、明るい

兆しが見え始めているのではと思われます。しかしながら我々東京屋外広告協会の会員を始め多く

の中小企業とりましては未だ実感の乏しい状況が続いております。先ずは震災復興・福島再生を確

実なものとし、本格的な景気回復と早期の「成長戦略の実行」に政府が全力を尽くしてもらうこと

を願うものであります。

　そのような中、東京都では東京商工会議所も全面的に協力をして日本の元気回復につながるよう

にと 2020 年のオリンピック招致に向けて邁進しております。現在では様々な場面で招致のシンボ

ルマークを目にすることが多いと存じます。東京屋外広告協会が実施しております車体利用広告の

デザイン審査におきましても、平成 24 年度事業報告に記載されておりますように件数が前年度を

上回り、約 500 件近くとなっております。これは効果の一つかもしれませんが、今後の拡大、発展

を期待するばかりでございます。

　

　そして成長の主役は民間の力であると思います。ご承知のとおり広告は情報社会の中で重要な機

能と役割を担っており、特に屋外広告は進化を続けながらも都市環境の美観の推進、維持に関わる

など社会的な責務を担っております。

　今後とも当協会は会員の皆様と共に様々な活動を進めてまいりたいと存じます。引き続きご協力

のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

（東京商工会議所副会頭・三和電気工業株式会社社長）

ご 挨 拶

公益社団法人 東京屋外広告協会　

会　長　石  井  卓  爾　
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　６月６日、東商スカイルーム（東京商工会議
所ビル）にて、公益社団法人東京屋外広告協会
第 85 回定期総会が開催されました。
　総会では石井会長から「当協会は節目の年を
迎えており、会員を始め多くの中小企業が実感
できる経済の回復を目指して政府に早期の成長
戦略の実行に全力を尽くしてもらうことを願う
と同時にオリンピック招致による経済効果を期
待したい」とのあいさつがあり審議に入りまし
た。

　平成 24 年度の決算報告（９頁参照）および任
期満了に伴う理事の選任は満場一致で承認され
ました。
　特に今回は公益社団法人へ移行後２年目の役
員改選の年に当たり、新理事５名を含む理事 25
名が選任されました。続く臨時理事会では石井
卓爾会長（東京商工会議所副会頭・三和電気工
業株式会社社長）、滝久雄副会長（株式会社ＮＫ
Ｂ会長）が再任され、長年にわたり当協会にご
尽力いただいた廣邊裕二副会長 ( 東京ネオン株
式会社相談役 ) は当協会相談役に、新たに高村
徹常任理事（株式会社昭和ネオン社長）が副会

長に就任しました。なお廣邊相談役は車体利用
広告等デザイン審査委員長を続投することとな
りました。また、常任理事として新たに栁舘毅
理事（株式会社電通　ＯＯＨ局長）が就任しま
した。

　総会の最後に副会長を長年務められた廣邊相
談役に石井会長から感謝状と記念品が送られま
した。閉会にあたり廣邊相談役より「当協会は
公益社団法人に移行し、東京都に代わって東京
屋外広告コンクールを実施するなど社会に対し
てその活動を示すことができました。ひとえに
会員の皆様のご努力があったからだと思います。
そして皆様のご支援があったからこそ私が長年
役員として活動できました」と感謝の意が述べ
られ閉会となりました。

　懇親会には各方面の関係機関から多数の方々
が参加され、石井会長の挨拶、滝副会長の乾杯
に始まり、活発にコミュニケーションが図られ、
間宮総務委員長の中締めにより盛況のうちに第
85 回定期総会が終了しました。

第85回定期総会を開催
任期満了に伴う役員改選、平成24年度決算が承認される
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平成25年度公益社団法人東京屋外広告協会　会長・副会長・常任理事

（平成 25 年６月６日現在）

役職名 氏　 名 勤務先及び役職名 備考

理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事

会　長 石 井 卓 爾 東京商工会議所　副会頭

副会長 滝　　 久 雄 株式会社ＮＫＢ　会長

〃 高 村　　 徹 株式会社昭和ネオン　社長

常任理事 石 原 能 郎 株式会社東広　社長

〃 小野寺　忠之 株式会社春光社　会長

〃 神田橋　 　治 株式会社ＴＯＭＯＥ　社長

〃 栗 本 周 二
株式会社ジェイアール東日本企画　

常務取締役 交通媒体本部長

〃 谷　　 恭 司 株式会社日本スタデオ　会長

〃 正 盛 和 彦 株式会社オリコム　社長

〃 間 宮 泰 三 協立広告株式会社　会長

〃 栁 舘　　 毅 株式会社電通　アウト・オブ・ホーム・メディア局局長

理　事 市 東 利 一 東電広告株式会社　社長

稲 川　　 一 株式会社文宣　社長

〃 髙 橋 敏 弘
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ

　アウトドアメディア局長代理
新任

〃 市 橋 孝 二 リンテック株式会社　取締役専務 執行役員

〃 那 波 俊 哉
株式会社東急エージェンシー　

戦略事業本部 ＯＯＨビジネス局局長

〃 上津原 庸 介 株式会社弘亜社　常務取締役 新任

〃 小 林 末 光 学識経験者

〃 仁 平 次 雄 株式会社日交　社長

〃 福 山 達 雄 株式会社日広通信社　社長

〃 武 藤 虎之介 株式会社広正社　社長

〃 藤 田　　 進 東京ネオン株式会社　代表取締役 新任

岡 部　　 宏
株式会社アサツー ディ・ケイ

アウトオブホームメディア局局長
新任

高 野 秀 夫 東京商工会議所　常務理事

〃 川 野 恵 可 公益社団法人東京屋外広告協会　事務局長 新任

監　

事

監　事 高 橋 源 治 株式会社共和企画　社長

〃 堀 井 淳 史 公認会計士（株式会社アダムズ　代表取締役）

〃 中 橋　　 光 株式会社大晃　社長

顧　問 中 村 利 雄 日本・東京商工会議所　専務理事

相談役 廣 邊 裕 二 東京ネオン株式会社　相談役 新任

＊監事の任期は４年で、平成 27 年６月までとなっています。
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本　　社　〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22　コンワビル5階

　　　　　Tel.03(3546)1050(代) FAX.03(3546)1060　

町田支社　〒194-0021 東京都町田市中町3-14-11　ステージ中町

　　　　　Tel.0427(28)1235(代) FAX.0427(22)6915　

埼玉営業所　〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門3700

　　　　　Tel.048(690)4600 　  FAX.048(812)1116

【インタビュー】「東京屋外広告協会」理事に就任して

時代の変化と共に、私たちも変わらなければ

　東京ネオン株式会社　社長　藤田　進さん

本当のことを正確に～大切にしてきた基本的な姿勢～
　「嘘をつかないこと」。相手の方に過大な期待をさせてしまうことがな
いように本当のことを正確にご説明して、ご理解いただいた上でご判断し
ていただかなければなりません。正確にわかっていただくためには説明の
仕方に気を付けてきました。もし何かあった時、現実をきちんと把握し、
適切な対応を速やかに行うことが大変重要であると思っています。不器用
なのかもしれませんが営業畑なので、これまで仕事をしてきた中で大切に
してきた基本的な姿勢です。
　現在は社長として、経営者としての役割も担っております。会社として
一番大事なのは社員の皆さんだと思っています。社員が仕事をしやすい環
境をいかに作りだしていくか、日々努めているつもりですし、もっと力を
入れなければと思っています。

ネオン業界は技術制度の確立を目指す
　業界活動については全日本ネオン協会などに参加して活動をしております。現在ネオンも含め屋外広
告の分野は時代と共に大きく変化してきております。特に、“ネオン”はＬＥＤに置き換わり、変遷の
流れの中にあると言えます。ネオンは高圧、ＬＥＤは低圧という違いなどから取り扱う技術が違いま
す。ネオン業界としては今後安全面から技術制度を整備し確立していかなくてはなりません。将来はマ
ニュアル化を目指したいと思っています。

勉強会やセミナー事業の実施を
　一方で屋外看板を出す場所が年々減少しています。例えばネオンは８階から10階位の建物が広告とし
て見えやすい高さですが、最近の再開発によりビルが高層化して、都市の景観やしくみがこれまでと変
わってきています。それが屋外看板の減少理由の一つだと思います。今は、建物の上よりも壁面広告に
移行してきており、私たちもこのような時代の変化と共に変わらなくてはならないのです。　
　このたび東京屋外広告協会の理事に就任いたしました。本協会には変革期に関わるテーマの勉強会や
セミナーなどの会員に還元できる事業を実施すべきではないかと思っています。

休日には“暗
あんきょ

渠探索”でぶらぶら街歩き
　私は地図が好きです。１時間くらい眺めていても平気です。今は近所の“暗渠探索”にはまってい
ます。暗渠とは用水路や小川などが蓋をされて遊歩道などに利用されている所です。地元に多く存在
していて、休日は地図を見ながらぶらぶら街歩きをしながら、この街の歴史や昔の姿を思い浮かべて
います。実は、私の地図好きが広告を出す位置がすぐわかるので今の媒体の仕事に大変役に立ってい
るのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（談）
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〒104-0031  東京都中央区京橋3-7-5　京橋スクエア
　　　　　　　　　株式会社 春光社内
　　　　TEL 03-3538-9320(代)　FAX 03-3538-9220

平成24年度事業報告書（抜粋）
（平成24年４月1日～平成25年３月�1日）

［概　要］
　平成24年度は、隔年開催の「第８回東京屋外広告コンクール」開催年にあたり、作品募集期間は、平
成2�年１月１日から平成24年12月�1日であるため、東日本大震災等の影響が心配されたが、幸いなこと
に例年にも増して質の高い8�点の応募作品が集まった。審査委員会の厳正な審査により1�点の入賞作品
を選出し、表彰式には多数の来賓が出席され盛大に実施された。
　一方、平成24年度「車体利用広告等デザイン審査」実績は、対前年比160％を超える状況であり、今
後さらに増加する傾向にある。このため審査についてはＩＴを高度利用するなど省力化を検討したい。
　また平成24年度は、監事を除き代表理事以下全理事が任期満了となるため、第85回定期総会であらた
めて全理事を選任し、役員会及び各委員会等の人員と組織を編成することになる。新しい体制で引き続
き当協会の責務である都市の環境美化や車体利用広告等のデザイン向上の活動を推進する。
 
［公益目的事業］
１．屋外広告に関する情報の収集および提供
　　（機関紙TOAA REPORTに掲載）
　　『平成2�年度の広告クレームの傾向について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人日本広告審査機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年５月号に掲載
　　『屋外広告物視認率調査報告セミナー実施報告』
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人東京屋外広告協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年５月号に掲載
　　『世界サイン紀行Ⅲ』アドリア海の真珠
　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱東京システック　相談役　小野　博之氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年５月号に掲載
　　『世界サイン紀行Ⅳ』マッキントッシュの突出しサイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱東京システック　相談役　小野　博之氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年９月号に掲載
　　『健康・美容に関する広告で警告が目立つ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人日本広告審査機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年５月号に掲載
　　『新・東京駅デジタルサイネージ見学会実施報告』
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人東京屋外広告協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年１月号に掲載
　　『世界サイン紀行Ⅴ』ウインドウネオンの似合う街角
　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱東京システック　相談役　小野　博之氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年１月号に掲載

２．車体利用広告等デザイン審査事業
　　デザイン審査件数
　　バス　2�4件　　鉄道　14�件　　タクシー・トラック　14件
　　広告宣伝車　99件　　　合計490件　　（詳細は別表１参照）

３．屋外広告に関するセミナー・見学会等の開催
　　東京駅デジタルサイネージ見学会の実施
　　(ア)平成24年11月28日（水）午後１時�0分より
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　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：27名
　　(イ)平成24年11月29日（木）午前10時より
　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：17名

４．広告業界普及啓発活動のための「TOAA REPORT」の発行
　　年4回発行・発行部数1,000部

５．ホームページによる普及啓発活動
　　東京屋外広告協会の概要、行事予定、各事業年度の事業報告・決算の掲載、
　　隔年開催の東京屋外広告コンクールの入賞作品掲載
　　ラッピングバス、電車、広告宣伝車等の審査基準及び申込用紙の掲載
　　　（平成24年度当協会ホームページアクセス数）
　　　　訪問者　24,064件　ファイルヒット数　1,169,061件

６．違反広告物等の東京都・市・区との共同除去作業
　　期　　間　平成24年10月18日～21日
　　参加企業　㈱ＮＫＢ　㈱ニューアド社　㈱近宣　東京支社
　　　　　　　㈱広正社　㈱昭和ネオン　東京ネオン㈱　㈱大晃
　　　　　　　㈱日広通信社

７．第８回　東京屋外広告コンクールの開催
　　平成25年３月29日（金）午後２時�0分より表彰式・記念パーティー　　
　　参加者　　128名

［その他の事業］
会員相互のコミュニケーション・交流の促進
　定期総会後の会員懇親会
　　日　時　平成24年６月６日（水）午後３時より
　　場　所　アーバンネット大手町ビル
　　参加者　108名

　平成25年　広告界合同年賀会
　　日　時　平成25年１月８日（火）午後３時�0分より
　　場　所　帝国ホテル
　　参加者　1,�68名

［会　議　等］
委員会活動
（総務委員会）　
　　日　時　平成24年５月９日（水）午後１時�0分より
　　場　所　協立広告㈱会議室
　　議　題　１．平成2�年度事業報告（案）
　　　　　　２．平成2�年度事業決算（案）
　　　　　　３．理事の交代と退任（案）について
　　　　　　４．新入会員について

　　日　時　平成24年８月８日（水）午後１時�0分より
　　場　所　協立広告㈱会議室
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　　議　題　１．平成24年度　東京屋外広告コンクールスケジュール
　　　　　　２．平成24年度　第１回理事会スケジュール
　　　　　　３．東京屋外広告コンクール実施（案）について
　　　　　　４．コンクールに伴う特別会費の徴収について
　　　　　　５．コンクールに伴う協力金、協賛金の徴収について

　　日　時　平成25年３月12日（火）午後１時�0分より
　　場　所　協立広告㈱会議室
　　議　題　１．平成25年度事業計画（案）
　　　　　　２．平成25年度事業予算（案）
　　　　　　３．役員改選（案）について

（車体利用広告等デザイン審査委員会）
　　日　時　平成25年３月６日（水）正午より
　　場　所　東商スカイルーム　さがみ
　　議　題　１．車体利用広告等デザイン審査基準の一部改正について
　　　　　　２．高速バスの「後部」面広告の解禁について
　　　　　　３．車体利用広告の優良作品表彰制度について

（屋外広告物振興・事業合同委員会）
　　日　時　平成24年10月18日（木）午後２時より
　　場　所　㈱春光社　会議室
　　議　題　１．新・東京駅デジタルサイネージ見学会実施について

（新・東京駅デジタルサイネージ見学会）
　　日　時　平成24年11月28日（水）午後１時�0分より
　　場　所　東京駅
　　参加者　27名
　　　
　　日　時　平成24年11月29日（木）午前10時�0分より
　　場　所　東京駅
　　参加者　17名

（広報・編集委員会）
　　日　時　平成24年12月19日（水）午前11時より
　　場　所　㈱ＮＫＢ　会議室
　　議　題　１．機関紙「TOAA REPORT」新年号の割付
　　　　　　２．平成26年度東商ビル解体に伴う移転等の広報
　　　　　　３．第８回東京屋外広告コンクールの広報について

　　日　時　平成25年２月27日（水）午前11時より
　　場　所　㈱ＮＫＢ　会議室
　　議　題　１．機関紙「TOAA REPORT」３月号の割付
　　　　　　２．第８回東京屋外広告コンクール入賞作品の広報について
　　　　　　３．ラッピングバス等の優良作品表彰制度について
　　　　　　４．高速バスの「後部」面広告解禁について
　　　　　
（東京屋外広告コンクール特別委員会）
　　日　時　平成24年９月５日（水）
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　　場　所　㈱ＮＫＢ会議室
　　議　題　１．第８回東京屋外広告コンクール実施について
　　　　　　２．〃コンクール予算について
　　　　　　３．特別会費及び協賛金の徴収について
　　　　　　４．コンクール審査委員の選任
　　　　　　５．スケジュールについて
　　　　　　６．作品募集パンフ、チラシ等の配布について
　　　　　　７．入賞作品の表彰について

（第84回定期総会）
　　日　時　平成24年６月６日（水）午後１時�0分より
　　場　所　アーバンネット大手町ビル
　　議　題　１．平成2�年度事業報告
　　　　　　２．平成2�年度収支決算
　　　　　　３．監査報告
　　　　　　４．平成24年度事業計画
　　　　　　５．平成24年度収支予算
　　　　　　６．理事の選任と退任について

（書面による臨時理事会）
　　日　時　平成24年６月６日（水）
　　　　　　　　書面決議による理事会の開催
　　議　題　１．会長・副会長・常任理事の選任と解任について

（平成24年度第1回理事会）
　　日　時　平成24年10月�1日（水）午後１時�0分より
　　場　所　東商ビル４Ｆ　特別会議室Ａ
　　議　題　１．東京屋外広告コンクールの開催について
　　　　　　２．特別会費及び協力金の徴収実施について
　　　　　　３．新入会員の認証について
　　報告事項
　　　　　　１．新東京駅デジタルサイネージ見学会実施について
　　　　　　２．その他

（平成24年度第２回理事会）
　　日　時　平成25年３月29日（金）午後１時�0分より
　　場　所　東商ビル８Ｆ　東商スカイルーム
　　議　題　１．平成25年度　事業計画（案）
　　　　　　２．平成25年度　事業予算（案）
　　　　　　３．平成25年度　役員（案）について
　　　　　　４．平成25年度　会長・副会長・常任理事の選任について
　　　　　　５．平成24年度　第３回理事会開催について
　　　　　　６．車体利用広告等デザイン審査基準の一部改正について
　　　　　　７．その他

［定款規則等］
　　　　　　１．車体利用広告等デザイン審査基準の一部改正
　　　　　　２．受け取り会費等の使途に関する規定の施行
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社会福祉法人 東京都共同募金会
TEL 03－5292－3182

HP http://www.tokyo-akaihane.or. jp

～皆様からの寄付金が、地域福祉事業の財源として役立てられています～
　○地域福祉推進を目的とする事業
　○子育て・家庭支援活動事業
　○ＮＰＯ等市民活動団体が行う開拓的な福祉事業

★いつでも、どこでも寄付が出来る赤い羽根自動販売機★
　気軽にご寄付いただける自動販売機の設置を進めています。
　喫煙室や休憩室などへの設置をご検討ください。

　10月１日から始まる「共同募金運動」は、67回目を迎えます。
　本年もよろしくお願いいたします。

※会社など法人の寄付金は、指定寄付金として、全額損金参入にできます。
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高速道路を走行するバスの車体後部を利用した広告が認められる

～規則の施行　平成25年９月１日から～

高速道路を走るバスの車体広告説明会開催　

　６月18日、東京商工会議所４階特別会議室にて「高速道路を走る

バスの車体広告説明会」を開催しました。

　これは「東京都屋外広告物条例施行規則」が改正され本年９月１

日から高速道路を走行するバスの後部を利用した広告が認められる

こととなったため、東京都、一般社団法人東京バス協会、そして公

益社団法人東京屋外広告協会の共催で実施されました。

　当日はバス会社、広告代理店の担当者など両協会会員を始め61名

が参加し、東京都より高速道路を走行するバスは車体後部を利用し

た広告が認められるように規制が緩和された旨の経緯、及び改正点

について詳細な説明があり（14頁参照）、東京屋外広告協会からは車体利用広告等のデザイン審査基準

の改正点について（「TOAA REPORT」201�年５月号９頁参照）および主なデザインの注意事項など

について説明をしました。（下記参照）

　会場からは「東京都屋外広告物条例施行規則」の改正点について、再度内容の確認の質問があるな

ど、参加者の関心の高さがうかがわれました。

東京屋外広告協会より

現行基準の禁止事項（デザインにおいて特に注意すべき点）

○自動車の方向指示器や制動灯、ブレーキランプと紛らわしいもの

○車体後部の文字表記が多いものや絵柄や文字が過密であるもの

○車体後部に電話番号やホームページアドレス等が記されているもの

これまでの審査から見られる主な傾向として

○情報を詰め込みすぎる傾向があり、かえって込み入ったデザインになってしまうケースが多々

見られる。広告として見てわかりやすさ、視認（しにん）しやすさ、そして一方で安全面に配

慮したデザインが求められる。

○禁止色（赤、黒、黄色、蛍光色など）があり注意が必要。
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東京都屋外広告物条例施行規則の改正について
１　経緯
　（１）高速道路を走行するバスの側面部分の広告解禁（平成2�年４月）
　（２）後部の利用について、東京都広告物審議会で検討（平成24年度）
　（３）東京都屋外広告物条例施行規則の改正（平成25年５月�1日）
　　　　http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/2764/f/10684/15408-01.pdf
　（４）改正規則の施行（平成25年９月１日）

２　改正点
　・高速道路を走行するバスについて、後部に広告を表示することを認める。

◆＜改正前＞　規則別表３　六（三）　（該当部分抜粋）
　１　路面電車又は路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は次の表のとおりであること。

種　別 車体当たりの表示面積の合計

路面電車 車体底部を除く全表面積の 10 分の３以下

路線バス等（高速道路を走行しない路線バ
ス等に限る。）

車体底部を除く全表面積の 10 分の３以下

路線バス等（高速道路を走行しない路線バ
ス等を除く。）

車体底部及び車体後部を除く全表面積の 10 分の３以下

◆＜改正後＞　規則別表３　六（三）　（該当部分抜粋）
　１　路面電車又は路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積
の十分の三以下であること。
　
※　従前通り、公益社団法人東京屋外広告協会によるデザイン審査を経てから、屋外広告物の掲出許
可申請を行う。　

　　・東京屋外広告協会ホームページ　http://www.toaa.or.jp/
※　許可申請は従来通り、広告を表示するバスの自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位
置」の区役所で行う（市・町部の場合は、東京都多摩建築指導事務所）。

　　・屋外広告許可･相談窓口一覧
　　　http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kn10-02.htm
　　・東京都多摩建築指導事務所
　　　http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tamakenchikushidou/

３　安全性の確保
（１）車体後部に、電話番号やホームページアドレス等、運転手の注意力が散漫になるおそれのある

文字情報を表示しないこと。
（２）ブレーキランプや方向指示器の見落としにつながるような色やデザインを用いないこと。
（３）東京屋外広告協会「車体利用広告等デザイン審査基準」を遵守すること。

　　　　http://www.toaa.or.jp/shatai/index.html

参 考
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　ヨーロッパの舗道は敷石が一般的で昔ながら
の街並みにしっとりとした風格を与えている。
中でもポルトガルの舗道は見事というほかない。
８センチ角程度の大きさの方形に割りそろえた
石は白と黒の二種類に統一され、並べ方で様々
なパターンが描かれている。しかも、そんな手
法がどんな都市に行っても共通してなされてい
ることが素晴らしい。
　文様を眺めているだけでも楽しいし、パター
ンの中に地域性を読み取ることもできそうだ。
パターンの豊富なことといったら、花柄あり、
紋章型あり、波型ありと、どこを歩いても二度
と同じ文様にめぐり合わないほどなのだ。この

世界サイン紀行Ⅶ
 舗石のサイン

　小 野 博 之

文様は誰がデザインし、どのようなプロセスを
経て決定するのか、興味深く思った。
　リスボンの繁華街バイシャ地区でも歩行者天
国アウグスタ通りの賑わいは格別である。道路
の真ん中をオープンカフェが占拠し両側に高級
店やみやげ物屋が並ぶ。舗石の模様を見て歩い
ていたら、間口いっぱいに石で書き分けた店名
文字を見つけた。数字の 272 と 274 はこの店の
番地だろう。店名が書いてあるのはこの店の前
だけというのはどうしてだろう。店主がよほど
の政治力を持つのか、そのためにお金を使った
のか不明だが、一店だけとは日本では考えられ
ないことではなかろうか。
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事　務　局　だ　よ　り

【平成 25 年度４月以降の会議等開催状況】
◎総務委員会
日　時：平成25年５月８日（水）
場　所：協立広告㈱　会議室
議　題：１．平成24年度事業報告（案）、決算

（案）
２．平成25年度代表理事・理事（案）
３．平成25年度会長・副会長・常任理

事（案）他

◎理事会
日　時：平成25年５月15日（水）
場　所：㈱ＮＫＢ　会議室
議　題：１．平成24年度事業報告（案）、決算

（案）
２．平成25年度代表理事・理事（案）
３．平成25年度会長・副会長・常任理

事（案）
報　告：第85回定期総会について

◎第 85 回定期総会
日　時：平成25年６月６日（木）
場　所：東商スカイルーム（東商ビル８階）
議　題：平成24年度決算（案）、平成25年度理

事（案）
＊本号２頁参照

◎臨時理事会
日　時：平成25年６月６日（木）
場　所：東商スカイルーム（東商ビル８階）
議　題：平成25年度会長・副会長・常任理事

（案）
＊本号２頁参照

◎高速道路を走行するバスの車体広告説明会
日　時：平成25年６月18日（火）
場　所：東京商工会議所「特別会議室Ａ」
＊本号1�頁参照

◎車体利用広告等デザイン審査委員会
日　時：平成25年７月25日（木）
場　所：東京商工会議所「特別会議室Ｓ」

【今後の予定】
◎総務委員会
日　時：平成25年８月29日（木）
場　所：東京商工会議所「110 特別会議室」

◎理事会（本年度）
日　時：平成25年10月2�日（水）
日　時：平成26年３月11日（火）
日　時：平成26年５月14日（水）
場　所：いずれも「東商スカイルーム」

◎第86回定期総会
日　時：平成26年６月10日（火）
場　所：東京スカイルーム

【お知らせ】
第８回東京屋外広告コンクール受賞作品展示
◎「第９回クリエーティブ トップ ナウ展」
会　期：平成25年８月10日（土）

～10月14日（月）
場　所：アド・ミュージアム東京
　　　　（港区東新橋１－８－２ カレッタ汐留）

　　＊入場無料
展　示：第１～第４部門 東京都知事賞作品４点
主　催：公益財団法人吉田秀雄記念事業財団

◎東京駅の「アートロード」にて展示されました。
平成25年４月22日（月）から５月５日（日）ま
で展示されました。

＊「閑話休題」はお休みさせていただきます。

編集後記
会員の皆様のご協力のもと平成 25 年６月６
日に定例総会が無事終了しました。ありがと
うございました。今年度は本機関紙「TOAA 
REPORT」につきましても内容の充実を目指
してまいりたいと存じます。よろしくお願い
申し上げます。


