
2015年8月26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9月〜12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 Dream—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。8期初出店の、良質の無垢材を使ったオーダー家具を提案する「KIKKA WORKS」は、毎月第3日曜日（予定）のクリエイ

ターの来店にあわせ、当日随時自由にご参加いただけるミニワークショップを開催します。

■指導クリエイター：粟田一行（KIKKA WORKS）■対象：小学生以上■予約不要。クリエイターの来店時間など詳細はクリエイターズショップ・ループの

ウェブサイトをご覧ください。

ポイント

9月

講座

会期

クリエイターズショップ・ループ会場

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

2

2015年9月20日(日)

KIKKA WORKSミニワークショップ

KIKKA WORKS

時間

さまざまなジャンルのデザイナーや 陶芸家、イラストレーター、アーティスト、カメラマンなど28人が、デジタルの時代に超アナログの写真機「ピンホールカ

メラ」を創り、そのカメラで撮影したオリジナル写真を展示します。

カメラの制作過程では、シャッターやフィルムホルダーなどの複雑な構造の組み立てが要求されますが、参加メンバー全員が各自の技術とアイデアを駆使

して、オリジナル性を競っています。デジタル処理などの加工が一切ない、ピンホール写真の大きな特徴のひとつでもある”目で見たままの写真”、空気と

一体化したような画像をぜひお楽しみください。本展は今回で12回目を数えます。

ポイント

9月

展覧会

会期 12:00〜19:00(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

（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・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

3

2015年9月23日(水・祝)〜28日(月)

創作ピンホールカメラとその写真展・12

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 12

ピンホールカメラ展開催委員会、（株）国際デザインセンター

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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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。8期初出店のファッションブランド「ツムギメグル」によるワークショップ。ツムギメグルで使用している天然素材のファブリッ

クと古いボタンを組み合わせ、クリエイター指導のもと、ブローチを作成します。完成品は当日お持ち帰りいただけます。

■指導クリエイター：池田麻衣、石川友香(ツムギメグル)■対象：一般・親子各回6人(※抽選)■応募締切：2015年9月16日（水）

ポイント

9月

講座

会期 13:00〜14:30/15:00〜16:30

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,800円(1点)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

4

2015年9月27日(日)

ツムギメグルワークショップ「ファブリックと古いボタンでつくるブローチ」

ツムギメグル

時間

鵜飼昭平による木、土によるクラフト・デザイン及び染作品。ポイント

9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

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）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

5

2015年10月7日(水)〜12日(月)

鵜飼昭平展

鵜飼昭平tel052-782-6968

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。8期初出店の、良質の無垢材を使ったオーダー家具を提案する「KIKKA WORKS」は、毎月第3日曜日（予定）のクリエイ

ターの来店にあわせ、当日随時自由にご参加いただけるミニワークショップを開催します。

■指導クリエイター：粟田一行（KIKKA WORKS）■対象：小学生以上■予約不要。クリエイターの来店時間など詳細はクリエイターズショップ・ループの

ウェブサイトをご覧ください。

ポイント

10月

講座

会期

クリエイターズショップ・ループ会場

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

6

2015年10月18日(日)

KIKKA WORKSミニワークショップ

KIKKA WORKS

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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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、8期初出店の空間設計、プロダクトデザインを手がける「TAB」がワークショップを開催。「TAB」と老舗繊維製造

業「三星毛糸株式会社」との共同アップサイクルブランド「mikketa」のプロダクトシリーズから、クリエイター指導のもと、アクリルコースターを制作します。

■指導クリエイター：冨田太基(TAB)■対象：一般・親子各回10人(※抽選)■応募締切：2015年10月14日（水）

ポイント

10月

講座

会期 13:30〜15:00/16:00〜17:30

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,950円(1点)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

7

2015年10月25日(日)

TABワークショップ「オリジナルアクリルコースター」（仮称）

TAB

時間

「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2015」は、伝統工芸品に対する国内外の消費・流通関係者への理解の増進、伝統工芸品の生産品と消費者

の交流を目的として昨年初めて開催。今年、同協会のある青山エリア、港区・中央区を中心に東京40店舗、名古屋10店舗（予定）と、より規模を拡大して

開催され、各産地の伝統的工芸品のPR・販売などが行われます。創り手（各産地）・売り手（各販売店）・使い手（消費者）を直接つなごうというこの機会に、

伝統的工芸品の新たな流通の拡大、次世代への継承・発展となることが期待されています。■内容：期間中、東京・名古屋のインテリアショップ、ファッショ

ン店、専門店等が、伝統的工芸品の産地とコラボレーションし、伝統的工芸品の展示販売や実演等を実施。各店舗を巡るスタンプラリー、メイン会場にお

ける制作実演やワークショップ等が行われます。※名古屋でのスタンプラリーはクリエイターズショップ・ループで10/24〜11/3まで行われます。

ポイント

10月・11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

後援＝（株）国際デザインセンター共催など

(一財)伝統工芸品産業振興協会（担当：企画部 福田/陶山）tel03-5785-1001プレス問

(一財)伝統工芸品産業振興協会（担当：企画部 福田/陶山）tel03-5785-1001一般問

8

2015年10月28日(水)〜11月2日(月)

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2015展［名古屋］

(一財)伝統工芸品産業振興協会

時間

CAA日本チョークアーティスト協会会員による作品展示会。ポイント

11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

協賛=ホルベイン工業(株)、ホルベイン画材(株)、(株)日本ヴォーグ社共催など

日本チョークアーティスト協会info@chalkartist.org、国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）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

9

2013年11月4日(水)〜9日(月)

日本チョークアーティスト協会グループ展（仮称）

CAA日本チョークアーティスト協会

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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期間中ギャラリートーク開催。ポイント

11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

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
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2015年11月11日(水)〜16日(月)

草場一壽 陶彩画展（仮称）

陶彩画制作今心工房 草場一壽

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年生によるデザイン作品展。ビジュアルコミュニケーションデザインコースとスペースデザインコース、プロ

ダクトデザインコースの作品を展示。これから4年生になり、社会へ出ようとする学生の、就職に向けた活動につながる展覧会として開催。

ポイント

11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（tel0561-75-2549、design.dept-ml@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

11

2015年11月19日（木）〜21日（土）

contact exhibition

名古屋学芸大学デザイン学科 第12回コンタクト展

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科

時間

connectA Awardは中部のクリエイティブを志す学生が一堂に会す展覧会として、今年から開催。毎年テーマを定め、作品を通して学生同士や学生と企

業、学生と中部地域がつながる場になるように、またそこからさらなる発展を望みたい、という想いから企画されます。初回にあたる今回は、「2020なにし

よう」をテーマに、東海4県下のクリエイティブ系学生を対象に公募。自由な発想でデザインされたグラフィック、プロダクト、マルチメディア、ファッション、デ

ザイン研究など、入賞・入選作品をすべて展示します。

11月28日(土)午後6時よりパーティ。

ポイント

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

協賛＝セントラル画材(株)共催など

connectA実行委員会(代表：小坂夏未)connecta.toukai2013@gmail.comプレス問

connectA実行委員会(代表：小坂夏未)connecta.toukai2013@gmail.com一般問

12

2015年11月25日(水)〜30日(月)

connectA Award 2015 Exhibition

「2020なにしよう」

connectA、中部クリエーターズクラブ、（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。
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クラフトデザイナー中部のメンバーらが、クラフト・デザイン作品を展示します。陶磁器・金属・木工・漆・ジュエリー・ガラス・テキスタイル・籐・イラストレー

ションなど、それぞれの分野の作り手が生み出すカタチをお楽しみください。

ポイント

12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共催など

クラフトデザイナー中部事務局tel・fax052-725-7295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12月2日(水)〜7日(月)

クラフトデザイナー中部 企画展（仮）

クラフトデザイナー中部

時間

デジタルコンテンツ博覧会NAGOYAは、名古屋地域におけるクリエイティブ分野の、文化・産業両面での発展と振興を目的に開催。国際的デジタルアニ

メーションのコンペティション「国際デジタルアニメーションフェスティバルNAGOYA2015」の最終ノミネート作品の上映をはじめ、各種講演会や体験イベ

ント、展示会などが開かれます。

ポイント

12月

展覧会・講演・その他

会期

デザインギャラリー、デザインホール、アートピアホール会場

休

料金

主催

共催など

デジタルコンテンツ博覧会NAGOYA実行委員会事務局(中日新聞社社会事業部内)tel052-221-0955、fax052-221-0739プレス問

デジタルコンテンツ博覧会NAGOYA実行委員会事務局(中日新聞社社会事業部内)tel052-221-0955、fax052-221-0739一般問
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2015年12月12日(土)、13日(日)

デジタルコンテンツ博覧会NAGOYA

デジタルコンテンツ博覧会NAGOYA実行委員会（構成団体：名古屋市、中日新聞社、中部ゲーム産学協議会（GAIRA））

時間

ポイント

12月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

休

料金

主催

共催など

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）プレス問

一般問
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2015年12月16日(水)〜21日(月)(仮)

CDA65周年記念デザイン展(仮)

中部デザイン協会

時間

5
※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。


