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2019 年 1月 10日 
あさくら杉おきあがりこぼし展実行委員会 

 
朝倉復興支援 あさくら杉おきあがりこぼし展 2019 ご報告 

 
 

昨年に引続き北九州と福岡で展示会をおこないました。 
福岡では朝倉市、あさくら観光協会に協力をいただき朝倉の特産品
の展示・販売、災害・復興の現状を紹介するブースも出展して昨年
以上の方に観覧してもらいました。 
また今年は「あさくら杉未来構想基金」を設立してファーストトイ
事業、来年のおきあがりこぼし展等具体的な復興支援に役立てる仕
組みを整えました。 
今後もおきあがりこぼしの常設展示や、新たなあさくら杉の商品開
発も進めております。 
この取り組みが、朝倉の一日も早い復興に繋がりますように祈念し
ております。 
 

 
実施結果 
参加した作家の数と、購入されたおきあがりこぼしの個数 
 
 
 
 
 
展示会収支 

寄付金 
費目 金額 備考 

展示会寄付金 969,326 円 北九州展、福岡展 
ワークショップ寄付金 108,000 円 動物園WS、油山WS、春日市WS 
合計 1,077,326 円  
 
支出 

費目 金額 備考 
事業支出 884,855 円 おきあがりこぼしの材料・加工費、 

会場費、通信費、交通費、送料等 
 
 
あさくら杉未来構想基金収支 

費目 金額 備考 
運営費 129,319 円 昨年度運営費繰越分 
基金への協賛金収入 495,000 円 15 社･団体と 1個人の協賛 
おきあがりこぼし展 192,471 円 展示会収支 
合計 816,790 円 全額あさくら杉未来基金へ 

 
 
 
 

参加作家数 出展作品数 
136 人 512 個 



 

展示会までの経緯及び周辺事業・学術発表 
2019 年 1/14（月・祝）山善チャリティーコンサート 

2/15（金）～3/9（土）「福岡デザインアワード×東急ハンズ」プロモーション販売会 

3/19（火）おきあがりこぼし展実行委員会シンポジウム「その後と今後」 

3/20（水）九州大学において学生委員会が社会活動表彰 

4/9（火）朝倉市 市長訪問 シンポジウム結果報告 

6/3 （月） 2019年度第一回実行委員会開催 

7/5 （金） 作家委員会との合同委員会開催 

9/15（土）、16 （日）福岡市動物園WS 

10/27（日）油山「森のカーニバル」絵付WS開催 

11/09（土）春日市ぶどうの庭「であい祭」絵付WS開催 

11/10（日）春日市民図書館での「夜の図書館」のワークショップ 

12/11（水）九州水フォーラム2019」オーラルセッション参加 

12/25（水）朝倉市 市長訪問 2019年活動報告 
 
展示会について 

◯北九州会場［展示・ワークショップ・寄付受付］ 
西日本総合展示場 AIM階「第 41回西日本陶磁器フェスタ」 
北九州市小倉北区浅野町 3-8-1  
9/19（木）～23 日（月）10:00～17:30（最終日のみ 17:00 まで） 
入場料：イベント入場料 500 円 (前売り 300 円) ※高校生以下無料 

 
◯福岡会場［展示・ワークショップ・寄付受付］ 
イムズプラザ[イムズB2F]  
福岡市中央区天神 1-7-11-B2F  
9/27（金）～29 日（日）10:00～20:00 入場無料 

 
■主催：朝倉復興支援 あさくら杉おきあがりこぼし展実行委員会 
共催：九州大学芸術工学部未来構想デザインコース、西日本工業大学デザイン研究所 
 
■後援：福岡県商工部、福岡県産業デザイン協議会、福岡市、朝倉市、 
福岡地域戦略推進協議会、あさくら観光協会、原鶴温泉旅館協同組合、 
 
■協力：一般社団法人福岡デザインアクション[FUDA] 、つみきや、朝倉盛上隊 
NPO法人 FUKUOKAデザインリーグ、三菱地所リテールマネジメント株式会社 

 
メディア掲載 

9/5（木）西日本新聞 コラム気流  掲載 
9/13（金）ウォーカープラスKADOKAWA WEB 
9/17（火） KBCテレビ シリタカ！ 放送 
9/24（火）福岡ふかぼりメディア「ささっとー」読売新聞西部本社WEB  
9/27（金）Com ニュース 放送 
9/28（土）  NHKニュース 放送 
9/28（土）  Yahoo ニュース 放送 
9/29（日） 毎日新聞 掲載 
 

 



 

協賛企業団体（順不同） 
 

（株）アサモク  （株）三松 

（有）アムリタ （株）ショーソン 

あさくら観光協会 （株）ジーエーサービス 

（株）環・設計工房 （株）西日本シティ銀行 

九州産業大学青木研究室 （株）ROCKEY-ICHIMARU 

（株）九州木材市場 展示会実行委員会有志 

（株）九電ビジネスフロント  

西部ガスエネルギー（株） 石村一枝 

（株）サクラクレパス  

（有）三愛船舶 16 社・団体、1個人 

 
作家委員 （順不同）  
 

鮎川 透 tarorin 綿瀬 麻意子 

荒木 光信  津村 修二 アトリエ寛 

井口 喜実 鶴 真由子 勝山 千鶴 

石川 充宏 友永 えり 河内 厚志 

泉  理恵 長井 瑞生 久高 良治 

市丸 美波子 中島浩二 近藤 えみ 

糸山 志泉 永瀬 太平 Catherine Jao  

稲田 ゆきこ 中村 奈桜子 谷口亮 

犬井 由紀子 ニシノ ミサ 博多曲物玉樹 

woollies にしはら みのり 松岡 沙記 

上田 悠介 日本画家ちひろ 松岡 順子 

内村 佳奈 のだ かおり 雅 GAHO 峰 

英一郎 馬場 真帆 吉川 直子 

大石 碧 はぷにんぐモンスター Ushigara 

大原 司朗 林田 国和 水野沙織 

maruichi design 原 一真 モモナスノ森 

角間 貴生 東徹太郎 那須将弥 

金森 重樹 疋田 睦 momo. 



 

かねこしんぞう 久川 諒子 渡辺耕平 

嘉村 康子 藤村 のりこ 高野向子 

河瀬 文子 古川 柊太 山部善二郎 

かわの まどか ぽすと TOTO(株)デザイン 

kiko 掘 いくこ 増井瑠美華 

KUUNI 万衣乃 小関良奈 

くきた 前原正広 山田みちる 

クサボン まそら 香原朝日 

クドウ ヨシコ 町野 巳佳 久保山幸恵 

熊添 裕理 松尾まさこ ナカムラタツヤ 

子鬼 まつお まなぶ 濱方康 

古賀 久道 マツオミコ 橋本悦代 

こが りょうこ 豆アート hiroko あさくらシン 

ごとやん MICHIAKI 高阪和宏 

小山 翔風 みしま ゆかり 白石真也 

酒井真理 宮下 博直 奥武宏起 

三反 栄治 宮原 千恵 木部亜矢子 

塩井 一孝 村井 恵理子 藤井慶子 

shizuku 村上 加余子 牧野伊三夫 

渋田 武春 望月菊麿 岩倉圭二 

下川 まさのり 本村 亜美 大塚航生 

SHOKOKESHI 桃戸 栗子 いけぞー 

白石 恵里 やまだ もえみ 谷口 富 

末吉 孝 吉崎 勇 チーム TNK 

Therapy Drop 吉澤 みか ucchiy 

竹中 俊裕 吉本 暢子 よしながこうたく 

TS よちの  

田中 和佳子 yori yori 合計 136 名 

 
実行委員会 

実行委員長 尾方義人 
かねこ しんぞう、若林 宗男、知足 美加子、中島 浩二、 
事務局長 東徹太郎 


