
2015年4月28日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2015年5月~8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、作品数

は約2,000点にもなります。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。コレクションシリーズ展では、その中から、毎回、テーマに沿って作品をご紹介し

ています。

ポイント

11月~12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※臨時休館：5/18(月)~6/25(木)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

1

2014年11月5日(水)~2015年12月27日(日)(予定)

Electric Dream̶家電製品とモダンライフ

IdcNコレクションシリーズvol.20

(株)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、第7期初出店のstudio recordがサボテンと植木鉢を展示・販売します。

◎studio recordは、2000年に陶芸家と金工家の共同工房としてスタートしました。それから15年の間、作家活動とは別に国際的なアーティストを招い

てワークショップを開いたり、スクールを開講したりしてきました。そして2年前からはアート・クラフト系セレクトショップをあらたに展開しました。しかしわたし

たちの原点は物を作ること。工房兼ショップという立場を活かし、作家個人個人の時よりも、より深く人とかかわった物作りを、スタジオレコードの作品として

始めました。今回は目利きガーデナーがセレクトしたサボテンとたくさんの植木鉢を展示・販売します。（studio record）

ポイント

4月・5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

2015年4月21日(火)・28日(火)・5月7日(木)・12日(火)休

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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2015年4月15日(水)~5月17日（日）

スタジオ レコード展 ーサボテンと植木鉢ー

studio record selected exhibition

studio record

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、イラストレーターであり、絵本作家である「ながおたくま」によるワークショップ。ながおたくまの指導でA5サイズ

全12ページの絵本を制作します。①絵本のお話を読んで、②絵を描き（5~6ヶ所）、③絵をお預かりし、④製本して後日お引き渡しします。◎参加者募集

終了

ポイント

5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

1点3,000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

3

2015年5月2日(土)

ながおたくまワークショップ「体験!絵本作家になってみよう!」

ながおたくま

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。
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5月の第2土曜日は、”世界フェアトレード・デー”（※）！

世界各地で、フェアトレード推進イベントが開催される日。愛知・名古屋では、「世界フェアトレード・デー・なごや2015」が開催され、名古屋テレビ塔を中心

に、フェアトレードのファッションショー、ライブ、トーク、マルシェと、あわせて栄ミナミ音楽祭が開かれます。

＜コンテンツ＞

・フェアトレード・ファッションショー

・トークショー＆LIVE

ポイント

5月

イベント

会期 ステージ10:00~16:00、マルシェ10:00~17:00

名古屋テレビ塔一帯会場

休

料金

主催

後援＝(株)国際デザインセンターほか共催など

フェアトレードタウンなごや推進委員会(マルシェ担当：畠山、倉田)ftnagoya.marche@gmail.comプレス問

フェアトレードタウンなごや推進委員会(マルシェ担当：畠山、倉田)ftnagoya.marche@gmail.com一般問

4

2015年5月9日(土)

地球とのフェアトレード

世界フェアトレード・デー・なごや2015

フェアトレード・ファッションショー&トーク/ライブ&マルシェ

フェアトレードタウンなごや推進委員会、フェアトレード名古屋ネットワーク

時間

インタラクティブな環境アートで世界的に評価されているオランダのアーティスト、ダーン・ローズガールデの作品を、テクノロジーとアートを融合した新たな

クリエーションの創造を目指す日本の企業、大学、文化機関に紹介し、日蘭とローズガールデ・スタジオによる将来的なコラボレーションの可能性を探るレ

クチャーが開かれます。

対象：アート、テクノロジーや環境分野の学生、同分野に携わる企業の方々

要事前申込(定員250名)、逐次通訳あり。

■申込方法：SHIBAURA HOUSEのウェブサイト(www.shibaurahouse.jp)から申込。

ポイント

5月

講演会

会期 17:00~19:00

名古屋大学 野依記念学術交流館ホール(名古屋市千種区不老町)会場

休

一般1,000円 学生無料料金

主催

共催＝在日オランダ王国大使館、SHIBAURA HOUSE((株)広告製版所)、スタジオ・ローズガールデ、特別協力＝名古屋大学未来社会創造機構、協力＝

（株）国際デザインセンター

共催など

SHIBAURA HOUSE(担当：椙山)tel03-5419-6446、info@kohkoku.co.jpプレス問

SHIBAURA HOUSE(担当：椙山)tel03-5419-6446、info@kohkoku.co.jp一般問

5

2015年5月14日(木)

イノベイト・ザ・フューチャー

ダーン・ローズガールデ氏招聘関連プログラム

時間

期間中ギャラリートーク開催。ポイント

5月

展覧会

会期 11:00~19:00(最終日は16:00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

陶彩画制作今心工房 草場一壽 tel0954-45-3450、info@manai.co.jpプレス問

陶彩画制作今心工房 草場一壽 tel0954-45-3450、info@manai.co.jp一般問

6

2015年5月20日(水)~25日(月)

草場一壽 陶彩画新作名古屋個展

世界で一つ 焼きものの絵画

陶彩画制作今心工房 草場一壽

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。
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国内外ユネスコ・デザイン都市のデザイナーを講師に迎え、将来のユネスコ・デザイン都市なごやを担う若手デザイナー、学生の皆さんを対象に、ロゴの活

用についてデザインプランを作成するワークショップを開催します。

講師：Studio FEED（アヌック・プネル、ラファエル・ドドゥラン/モントリオール）、後藤哲也（デザイナー/神戸）、水津 功（ランドスケープデザイナー/名古屋）

ポイント

5月

workshop

会期

セミナールーム会場

休

無料料金

主催

名古屋市共催など

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課内tel052-972-2417）プレス問

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課内tel052-972-2417）一般問

7

2015年5月29日（金）

デザインワークショップ「都市のビジュアルコミュニケーションを考える」

ユネスコ創造都市ネットワークフォーラム関連事業

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（構成団体：名古屋市、（株）国際デザインセンター、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会）

時間

ユネスコ・デザイン都市なごやでは、新ロゴマークの発表にあわせ、ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワーク加盟デザイン都市の関係者を招き、都

市のアイデンティティについて話すフォーラムを開催。要事前申込。

第1部：国内外のユネスコ・デザイン都市の取組み紹介

第2部：「ユネスコ・デザイン都市なごや」ロゴマーク発表、トークセッション：ロゴマークとユネスコ・デザイン都市なごや

■申込方法：ウェブサイトの専用フォーム(www.creative-nagoya.jp)、またはfax（052-972-4135）にてお申し込み。FAXでの申込みは、氏名、合計参

加人数、勤務先、所属部署・役職、ご連絡先住所、TEL、FAX、E-mailを記入。■申込締切：2015年5月25日(月)

ポイント

5月

講演会

会期 14:00~17:30

デザインホール会場

休

無料料金

主催

共催など

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課内tel052-972-2417）プレス問

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課内tel052-972-2417）一般問

8

2015年5月30日（土）

ユネスコ創造都市ネットワークフォーラム「ユネスコ・デザイン都市としての名古屋」

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（構成団体：名古屋市、（株）国際デザインセンター、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会）

時間

「あいちトリエンナーレ2016」開催へ向けたプレイベント、「トリエンナーレスクール」。今回のスクールでは、「ユネスコ・創造都市ネットワーク」のデザイン都

市の関係者らをスピーカーに迎え、デザインが国際展や都市に果たす役割について考え、あいちトリエンナーレとデザイン都市なごやの未来を展望。定員

180人。申込不要（開始30分前より整理券配布、先着順）。

ゲスト：永原康史（あいちトリエンナーレ2016 公式デザイナー）、ジョゼアンヌ・フラン（サンテティエンヌ）（ユネスコ・デザイン都市）、マリ＝ジョゼ・ラクロワ

（モントリオール）（ユネスコ・デザイン都市）

ポイント

5月

講演会

会期 14:00~15:30

愛知芸術文化センター・アートスペースA会場

休

無料料金

主催

共催＝ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（構成団体：名古屋市、（株）国際デザインセンター、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協

議会）

共催など

あいちトリエンナーレ実行委員会実行委員会事務局tel052-971-6111プレス問

あいちトリエンナーレ実行委員会実行委員会事務局tel052-971-6111一般問
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2015年5月31日（日）

トリエンナーレスクール「デザインが国際展を変える！都市を変える！」

あいちトリエンナーレ実行委員会

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。
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山中・漆うつわ会による山中漆器作品の展示・発表会。和のぬくもりを伝える伝統工芸、漆。加賀・山中では長い歴史を持つこの技術を活かし、伝統的な製

品だけでなく、現代生活への新しい提案も試みています。名古屋での展示は今年で11年目を迎えます。

ポイント

6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

山中・漆うつわ会事務局((有)浅田漆器工芸tel0761-78-4200)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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2015年6月4日(木)~5日(金)

山中・漆うつわ会展VOL.11

山中・漆うつわ会

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の学生による展示。ポイント

6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

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科 tel0561-75-2803 design.dept_ml@nuas.ac.jp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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2015年6月25日（木）~28日（日）

なごやVISION展

名古屋学芸大学デザイン学科

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科ビジュアルコミュニケーションデザインコース

時間

愛知広告協会は、県下の広告クリエーターのレベルアップと連携、有能なクリエーターの育成を目的に「愛知広告協会賞」を過去39回開催。40回目を迎

える今年の開催を期に、内容を刷新した新しい広告賞「AICHI AD AWARDS 2015（AAA2015）」をスタート。「クリエーターによるクリエーターのための

広告賞」として、豊かな発想と新鮮な感覚に満ち、確かな信頼性と訴求力を持つ、優れた作品を公募。本展には、入賞・入選作品が展示されます。

ポイント

5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＝(株)国際デザインセンター、後援＝愛知県、中部CM合同研究会、中部デザイン団体協議会、協力＝(公社)全日本広告連盟共催など

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368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）、(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652一般問
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2015年7月15日(水)~20日(月)

愛知広告協会 AICHI AD AWARDS 2015

(一社)愛知広告協会

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。


