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訃  報

GKデザイングループ会長 榮久庵憲司儀   病気療養中のところ   

平成27年2月8日 午前3時57分  洞不全症候群のため  永眠いたし

ました（享年85歳）  ここに生前のご厚誼を深く感謝申し上げる

とともに  謹んでお知らせいたします

なお  密葬の儀は近親者にて執り行い  本葬は下記のとおり予定

しています

記

日時  3月17日（火）午後1時から

場所 大本山 増上寺 大殿

 東京都港区芝公園四丁目7番35号

  03-3432-1431

葬儀委員長  山田晃三（株式会社GKデザイン機構代表取締役社長）

喪主　　　  榮久庵祥二（実弟）

詳細が決まりましたら  あらためてご案内さし上げます

以上



榮久庵憲司 （えくあん  けんじ）

〔略歴〕 昭和04年（1929） 東京生まれ

 昭和30年（1955） 東京芸術大学美術学部図案科卒業

 昭和32年（1957） GKインダストリアルデザイン研究所を設立、所長となる

 昭和45–51年（1970–76） 

  　（社）日本インダストリアルデザイナー協会理事長

 昭和46–48年（1971–73）

  　第8回世界インダストリアルデザイン会議実行委員長

 昭和50–52年（1975–77）

  　国際インダストリアルデザイン団体協議会会長

            昭和58–60年（1983–85）

  　国際科学技術博覧会  会場施設デザイン専門委員

 昭和58–平成11年（1983–99） 東京国立近代美術館運営委員

 昭和60年（1985） 第2回国際デザインフェスティバル総合プロデューサー

 昭和62–平成1年（1987–89） 

  　世界デザイン博覧会総合プロデューサー（名古屋）

 平成1–3年（1992–94） 東京都デザインアップ委員会委員長

 平成4–13年（1995–2001） 通商産業省生活産業局伝統的工芸品審議会委員

 平成12–15年（2000–2003） 静岡文化芸術大学デザイン学部長

〔現在〕 GKデザイングループ 会長

 Design for the World（世界デザイン機構）会長

 国際インダストリアルデザイン団体協議会名誉顧問

  　（International Council of Societies of Industrial Design）

 日本デザイン機構会長

 道具学会名誉会長

〔著書〕 「道具考」 鹿島出版会（1969.11.05）

 「インダストリアルデザイン」 日本放送出版協会（1971.11.26）

 「デザイン」 日本経済新聞社（1972.11.06）

 「幕の内弁当の美学」 ごま書房（1980.01.01）

 「道具の思想」 PHP研究所（1980.11.05）

 「仏壇と自動車」 佼成出版社（1986.12.10）

 「モノと日本人」 東京書籍（1993.11.15）

 「人の心とものの世界」 ほるぷ出版（1997.11.15）

 「The Aesthetics of the Japanese Lunchbox」The MIT Press （1998）

 「インダストリアルデザインが面白い」 河出書房新社（2000.01.05）

 「幕の内弁当の美学」 朝日新聞社（朝日文庫）（2000.02.01）

 「道具論」 鹿島出版会（2000.10.25）

 「道具寺建立縁起」 鹿島出版会（2006.10.30）

 「デザインに人生を賭ける」 春秋社（2009.9.11）

 「袈裟とデザイン」 芸術新聞社（2011.3.10）

〔受賞〕 昭和54年（1979)

 　　ICSID（国際インダストリアルデザイン団体協議会）コーリン・キング賞

 昭和56年（1981)

 　　アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン（米国）　名誉博士号

 昭和62年（1987）

 　　（財）国際デザイン交流協会  第3回国際デザインアオード

 昭和63年（1988） IDSA（米国工業デザイン協会）  世界デザイン大賞

 平成04年（1992） 通商産業省  デザイン功労者表彰

 平成04年（1992） 藍綬褒章

 平成05年（1993）

 　　JIDA（社）日本インダストリアルデザイナー協会）  JIDA大賞

 平成08年（1996） Sir Misha Black Medal （英国）

 平成09年（1997) 芸術文化勲章（フランス共和国）

 平成11年（1999） ロンドン・インスティテュート（英国）　名誉博士号

 平成12年（2000） 勲四等旭日小綬章

 平成13年（2001） ヘルシンキ芸術大学（フィンランド）　名誉博士号

 平成15年（2003）  ラッキーストライク・デザイナー・アワード受賞

 平成16年（2004）

 　　フィンランド獅子勲章コマンダー章受章（フィンランド共和国）

 平成17年（2005） 中国国際科学技術貢献賞受賞（中華人民共和国）

 平成26年（2014）

 　　コンパッソ・ドーロ賞 国際功労賞

 　　（イタリア インダストリアルデザイン協会（略称：ADI）
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