
2013年12月24日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年1月~4月）

国際デザインセンターは、20世紀のデザイン史において日本の産業デザインにも大きな影響を与えた、1930年代アール・デコ期のアメリカのデザイン製

品約2,000点を所蔵しています。コレクションは、家具から電化製品、食器、雑誌、ポスターまで、当時のライフスタイル全般にわたる多様なもので構成さ

れています。大量生産時代をむかえたアメリカで流行したこのデザイン様式は、20世紀の社会や産業構造の大転機を示す貴重な資料であり、その遊び心

あふれるデザインは今日でも新鮮な魅力を放っています。IdcNコレクションシリーズvol.19では、「30’s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン」を

テーマに、当時のポスターや雑誌広告とライフスタイルの変化を示す生活用品をご紹介します。

ポイント

11月~5月

展覧会

会期 11:00~20:00

コレクションギャラリー会場

毎週火曜日と年末年始、その他調整日休

無料料金

主催

共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・コレクションギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2013年11月22日(金)~2014年5月(展覧会終了日は予定)

30’s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン

IdcNコレクションシリーズvol.19

(株)国際デザインセンター

時間

前畑(株)、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)による2014年春夏新作和洋食器の展示発表・受注会。(※一般非公開)ポイント

1月

その他

会期

デザインギャラリー、デザインホール会場

無休休

無料料金

主催

共催＝名古屋テーブルトップショー、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)共催など

前畑(株)tel0572-24-1111プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年1月14日（火）~16日（木）

前畑新作展(仮)

前畑(株)

時間

楽しみながらハワイの文化に触れる2日間。フラダンスステージ、ハワイアンミュージックステージ、ハワイアンマーケットほか、ワークショップも開催。

【2F�アトリウム】�フラ教室の主宰者、講師による 「スペシャル hulaステージ」/ハワイアンバンドによるステージ/ワークショップ/ウクレレパフォーマンスコンテ

スト

【3F�デザインホール】�フラ教室による発表ステージ/ハワイアンマーケット

※掲載の内容は予定。詳細は随時2014 Hawaii New Year Festival(公式サイト)で紹介。

ポイント

1月

イベント

会期 1月18日(土)11:00~19:00、19日(日)10:00~19:00

デザインホール、アトリウム会場

休

ワークショップのみ有料料金

主催

後援＝ハワイ州観光局共催など

2014Hawaii New Year Festival実行委員会事務局tel052-265-2104プレス問

2014Hawaii New Year Festival実行委員会事務局tel052-265-2104一般問
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2014年1月18日(土)・19日(日)

2014 Hawaii New Year Festival

2014Hawaii New Year Festival実行委員会((株)国際デザインセンター、ナディアパーク)

時間

1
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2013年12月24日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年1月~4月）

（一社)日本商環境デザイン協会(JCD)による作品展。展示構成:JCD中部支部会員・賛助会員の作品、「実現されなかった夢たち」(中部支部会員の実現

に至らなかった作品)、「International Designers」(海外のデザイナー作品)、国際陶磁器フェスティバル美濃2014プレイベント「JCD  PRODUCT OF

THE YEAR in Chubu“タイル編”」で構成。

■シンポジウム：Part1 JCD・DESIGNの基本要素は何か？

2014年1月26日(日)13:30~17:05(予定)、栄ガスビル「栄ガスホール」で。定員：250人、入場料：1,000円

ポイント

1月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

(一社)日本商環境デザイン協会(JCD)事務局(H&Pコンサルタンツ内)tel0568-78-7842プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年1月22日(水)~27日(月)

JCD・DESIGN=f (x) 展覧会：The Exhibition

JCD文化祭

（一社)日本商環境デザイン協会中部支部、中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター(予定)

時間

市民および企業の、ボランティア・寄付等社会貢献活動の促進のためのイベント「ぼらチャリvol.2」。ナディアパークを中心に、交流イベントと日常生活の中

でNPOへの支援が体験できるチャリティプログラムが開催されます。

■ボランティア・NPO交流イベント「ぼらチャリパーク」：市民にボランティア・NPOの活動を紹介し、交流の場を提供することで、市民活動への参加を促進す

る。市民活動に関するトークイベント・ボランティア・NPOによる各種体験コーナー、ステージイベント等◎期日：2014年1月26日(日)、会場：ナディアパー

ク内■NPO活動支援チャリティプログラム：チャリティクーポン「チャリぽん」による消費と投票を通じて、日常生活の中でのNPOへの支援を体験する機械を

提供する。◎期間：2014年1月14日（火）~3月2日（日）、場所：ナディアパーク周辺協賛企業店舗

ポイント

1月

イベント

会期

デザインホール、アトリウム(チャリティプログラムはナディアパーク周辺地域において実施)会場

休

料金

主催

後援＝（公社）名古屋中法人会、（社福）愛知県社会福祉協議会共催など

名古屋市市民活動推進センター内 ぼらチャリvol.2開催委員会tel052-228-8039、fax052-228-8073プレス問

名古屋市市民活動推進センター内 ぼらチャリvol.2開催委員会tel052-228-8039、fax052-228-8073一般問
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2014年1月26日(日)(チャリティプログラムは2014年1月14日（火）~3月2日(日))

ぼらチャリパーク

ぼらチャリvol.2

ぼらチャリvol.2開催委員会（名古屋市・社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会・株式会社国際デザインセンター）

時間

創業をめざす若手クリエイターが期間限定で出店するクリエイターズショップ・ループ（Loop）では、ユーザーとの橋渡しのため各クリエイターが店頭でさま

ざまなイベントを開催しています。今回は、型染めのイラストレーションを元にグッズ等を販売するWAKITAO(ワキタオ)が、型染めを使ってカードを制作す

るワークショップを開催。古くから着物の染色等にも使われてきた伝統的な型染めの技を使った春のカードを制作します。数種類の型から好みのものを選

んで糊置きし、乾燥して彩色。作家が最後の仕上げ(糊落とし、乾燥)をして、完成品は後日、Loop店頭でお渡しします。■定員：一般・親子各回10人(※

申込多数の場合、抽選)■申込方法：講座名・参加希望時間と氏名、年齢（※ご同伴者様の分も）、合計参加人数、制作点数、住所（〒）、電話番号、fax、

e-mailを記入の上、e-mail（shop_loop@idcn.jp）またはfax（052-265-2107）で。■応募締切：2014年1月16日（木）

ポイント

1月

講座

会期 13:30~15:30/16:00~18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

800円（2枚目以降追加1枚700円）料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問

6

2014年1月26日(日)

WAKITAOワークショップ「型染め」で春のカードをつくろう！

WAKITAO

時間

2
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2013年12月24日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年1月~4月）

（一社）日本空間デザイン協会(DSA)、(公社)日本サインデザイン協会(SDA)、（一社)日本商環境デザイン協会(JCD)が主催する年間アワード受賞作品

を一堂にパネル展示。各団体の年間アワードは、文化施設・商業施設・アミューズメントパーク・展示会・サイン等の分野において過去一年間に創作された

優秀な作品を顕彰するもので、広く空間デザインが網羅され、最新のデザイン動向が見られます。関連シンポジウムを2月5日(水)に開催。

ポイント

2月

展覧会

会期 11:00~20:00(初日は13:00開場、最終日は17:00まで)

アトリウム会場

無休休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、ナディアパーク/後援＝名古屋市、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会共催など

デザイン・トリプレックス10事務局（JCD中部支部tel090-4190-7308担当：平井充）プレス問

デザイン・トリプレックス10事務局（(一社)日本商環境デザイン協会中部支部/fax0568-78-7835、jcd@ak.em-net.ne.jp)一般問
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2014年2月1日(土)~6日(木)

日本の空間デザイン賞展

デザイン・トリプレックス10

デザイン・トリプレックス10実行委員会(（一社）日本空間デザイン協会中部支部(DSA)、(公社)日本サインデザイン協会中部地区(SDA)、（一社)日本商

環境デザイン協会中部支部(JCD))

時間

日本の空間デザイン賞展併催シンポジウム。DSA空間デザイン大賞2013、JCDデザインアワード2013金賞等を受賞した、JPタワー学術文化総合ミュー

ジアム「インターメディアテク」を取り上げ、旧東京中央郵便局のリノベーションにおいて、この立地を使って学術文化に資する施設の建設はいかなるものが

最適なのか。与えられた環境、状況を活かしつつ進めていった実現までの思想、プロセスを紹介します。講師＝洪 恒夫・湯澤幸子。定員＝100人■参加

申込＝氏名(フリガナ)・会社名(学校名)・tel・fax・e-mail・参加人数を記入。faxまたはe-mailで申し込み。■申込締切＝2014年1月31日(金)■申込

先：デトリ10事務局((一社)日本商環境デザイン協会中部支部内/fax:0568-78-7835、e-mail:jcd@ak.em-net.ne.jp)

ポイント

2月

講演会

会期 17:30~19:30(開場17:00)

セミナールーム3会場

休

1,000円料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、ナディアパーク/後援＝名古屋市、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会共催など

デザイン・トリプレックス10事務局（JCD中部支部tel090-4190-7308担当：平井充）プレス問

デザイン・トリプレックス10事務局（(一社)日本商環境デザイン協会中部支部/fax0568-78-7835、jcd@ak.em-net.ne.jp)一般問
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2014年2月5日（水）

デザイン・トリプレックス10 シンポジウム

知とアートの出会う舞台~JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」の構想から制作まで

デザイン・トリプレックス10実行委員会(（一社）日本空間デザイン協会中部支部(DSA)、(公社)日本サインデザイン協会中部地区(SDA)、（一社)日本商

環境デザイン協会中部支部(JCD))

時間

クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ（Loop）」では、ユーザーとの橋渡しのため各クリエイターが店頭でさまざまなイベントを開催

しています。今回は、アーカイブ企画として第1期・第2期の出店グループ「名古屋嫁入道具」から、若手女性ジュエリー作家・切中優希子が個展を開催しま

す。金銀の薄板を糸のこを使って細密に削り、透かす伝統的な技法で、ユーモラスな顔シリーズや美しいパターンを描いた一点もののジュエリーの作品を

出品します。

ポイント

2月・3月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2014年2月18日(火)・25日(火)休

無料料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問
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2014年2月15日(土)~3月2日(日)

切中優希子展(仮)

切中優希子

時間

3
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2013年12月24日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年1月~4月）

「JAGDA新人賞展2013 田中義久・平野篤史・宮田裕美詠」開催にあわせ、展覧会前夜、展示会場で受賞作家によるギャラリートークを行います。旬のデ

ザイナーの作品とトークに触れられる、またとない機会です。※事前申込不要。当日参加可。

ポイント

2月

講演会

会期 19:00~20:30(開場は18:45)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

協力＝セントラルグラフィックセンター、クリエイションギャラリーG8、大洋印刷(株)、(株)山田写真製版所、イノウエインダストリィズ共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、(公社)日本グラフィクデザイナー協会tel03-5770-7509プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年2月18日(火)

プレトーク＋ミニパーティー

JAGDA新人賞展2013 田中義久・平野篤史・宮田裕美詠

（株）国際デザインセンター、(公社)日本グラフィクデザイナー協会愛知地区

時間

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会では、優秀な若手デザイナーをクローズアップしグラフィックデザイン界の活性化を図るため、1983年に新

人賞を創設。毎年、会員作品集『Graphic Design in Japan』出品者の中から、特に新鮮かつ作品の質の高いデザイナー（39歳以下）数名に授与。同賞は

これからのデザイン界を担う多くの才能を輩出し、デザイン・広告関係者の注目を集めています。31回目となる2013年度は、新人賞対象者204名の中

から田中義久・平野篤史・宮田裕美詠の3名が選出。本展では、3名の受賞作品および近作を、ポスター・小型グラフィックを中心にご紹介します。展示会

前夜の2月18日(火)に受賞者3名によるプレトーク＋ミニパーティーを開催(※参加無料・申込不要)。

ポイント

2月

展覧会

会期 11:00~19:00(最終日も同じ)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

協力＝セントラルグラフィックセンター、クリエイションギャラリーG8、大洋印刷(株)、(株)山田写真製版所、イノウエインダストリィズ共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、(公社)日本グラフィクデザイナー協会tel03-5770-7509プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年2月19日(水)~23日(日)

JAGDA新人賞展2013 田中義久・平野篤史・宮田裕美詠

（株）国際デザインセンター、(公社)日本グラフィクデザイナー協会愛知地区

時間

中部デザイン団体協議会（CCDO）では、加盟団体(15団体)の会員の中から過去2年間に顕著な活動をした個人を表彰する「CCDOデザインアオード」を、

2002年より隔年で主催している。本展はその第7回CCDOデザインアオード受賞者の発表展。

ポイント

3月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

中部デザイン団体協議会プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年3月26日(水)~31日(月)

第7回CCDOデザインアオード2013 受賞者発表展(仮)

中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター

時間

4
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。


