
2015年10月23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11月〜2016年2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 12:00〜19:00

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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2014年11月5日(水)〜2015年12月27日(日)

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

「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、名古屋は国際デザインセンターをメイン会場

に10店舗と、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。

ポイント

10月・11月

展覧会

会期 11:00〜20:00

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

後援＝経済産業省、(独)中小企業基盤整備機構、協力＝（株）国際デザインセンター、運営＝(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

JTCW名古屋事務局tel052-265-9539プレス問

JTCW名古屋事務局tel052-265-9539一般問
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2015年10月28日(水)〜11月2日(月)

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2015［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。

全国のアーティストが日本チョークアーティスト協会設立10周年を記念して出展。約140点の作品がさまざまなAnniversaryをお届けします。

体験レッスン：期間中、毎日開催、週末は時間制（詳しくは協会ブログをご覧ください。）所要時間約60分／費用1,000円（税込）

ポイント

11月

展覧会

会期 11:00〜19:00

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)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
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2013年11月4日(水)〜9日(月)

第10回日本チョークアート展2015

チョークアートで描く「10th Anniversary」

CAA日本チョークアーティスト協会

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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焼きものの絵画の新作個展。ポイント

11月

展覧会

会期 11:00〜19:00(最終日は18:00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
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2015年11月11日(水)〜16日(月)

草場一壽 陶彩画新作名古屋個展

陶彩画制作今心工房 草場一壽

時間

2027年の「リニア中央新幹線の開通」を控え、まちづくりへの機運が高まる中、NAGOYA創造協議会では、名古屋の魅力を世界に発信するために「クリエ

イティブ」をテーマに、名古屋駅地区と栄ミナミ地区が連携し、「文化・交流軸」という名古屋の新しい都市軸を創出することを目指しています。このフォーラ

ムでは、NAGOYA創造協議会と、世界で活躍する“クリエイティブ”なゲストの取り組み紹介。お互いに知恵を持ち寄り、それが交わることで、新たなアイデ

アが生まれる場となり、実践的な活動を継続していくことを目指します。◎ゲスト：西野 達(現代アーティスト)、太刀川 英輔(デザイナー)■申込方法：氏名

を記載の上、メールで申し込み。締切：2015年11月7日(土)。定員：200人(先着)■申込先：NAGOYA創造協議会事務局

nagoyacreative1114@gmail.com

ポイント

11月

講演会

会期 14:00〜16:30(開場13:30)

名古屋工業大学4号館1階ホール会場

休

講演会：無料、懇親会：1,000円料金

主催

後援＝(株)国際デザインセンター共催など

NAGOYA創造協議会事務局nagoyacreative1114@gmail.comプレス問

NAGOYA創造協議会事務局nagoyacreative1114@gmail.com一般問
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2015年11月14日(土)

NAGOYAクリエイティブフォーラム2015

あいちトリエンナーレ2016 パートナーシップ事業

名古屋駅と栄ミナミをつなぐ三蔵通を考える

NAGOYA創造協議会

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

11月

講座

会期

クリエイターズショップ・ループ会場

休

コースター小500円(1枚)、大700円(1枚)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11月15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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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 11:00〜20:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー、アトリウム会場

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
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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。

■授賞式・交流会イベント：11月28日(土)午後6時より

ポイント

11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

協賛＝愛知県立芸術大学、(株)伊藤美藝社製版所、(株)竹尾、鬼頭印刷(株)、セントラル画材(株)、名古屋造形大学共催など

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
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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

絵柄を切り抜いた型紙を素材に当て、版画のように風呂敷にオリジナルプリントします。

■対象：3才〜小学4年生と保護者、各回35組(※抽選)■応募締切：2015年11月16日（月）

※応募方法等詳細はユネスコ・デザイン都市なごやのウェブサイトへ。

ポイント

11月

講座

会期 10:30〜12:00／13:30〜15:00

セミナールーム3会場

休

一組500円（材料費）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tel052-972-2417一般問
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2015年11月29日(日)

親子デザインワークショップ「ステンシルプリントで風呂敷を作ろう」

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

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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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」。今回のワークショップは一部色のつ

いた木片からコーヒーメジャースプーンを作ります。

■指導クリエイター：粟田一行（KIKKA WORKS）■対象：12才以上■各回抽選で4人。要事前申込。申込締切：2015年11月16日（月）

詳細・申込はクリエイターズショップ・ループのウェブサイト（www.idcn.jp/loop）から。

ポイント

11月

講座

会期 第1回：12:30〜15:00、第2回：15:30〜18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

2,000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
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2015年11月29日(日)

家具工房キッカワークスの「コーヒーメジャースプーンを作ろう」

KIKKA WORKS

時間

クラフトデザイナー中部のメンバーらが「あなたにつくる・あなたがつかう」をテーマに、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「あなたにつくる・あなたがつかう」

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

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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テーマ「DESIGN INNOVATION・デザインによる伝統と革新の融合」

中部地区の産業の発展は、古くから地場産業として継承発展してきた伝統産業を基礎として、近代の繊維、自動車、航空機や他の各産業の発展に繋がっ

ています。中部デザイン協会創立65周年記念事業では、その過程において生活と産業・技術を繋ぐ“DESIGN INNOVATION”が果たした役割に焦点を当

て、記念の展覧会、講演会を開催、展覧会では、伝統的なものと革新的なものの融合を達成した作品と融合の考え方を紹介します。

ポイント

12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＝中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター共催など

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370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16日(水)〜21日(月)

中部デザイン協会創立65周年記念展覧会

中部デザイン協会

時間

講演会①13:35〜14:35「伝統技術の継承発展のための課題は何か。」講師：山本寿仁(山共建設(株)専務取締役)／建築施工における伝統的左官・漆

喰技術の伝承と、現代の課題への取り組みについて

講演会②14:40〜15:40「革新的技術の生成と製品化」講師：太田光一(豊田合成(株)特任顧問、NPO法人LED照明推進協会理事長)／ノーベル賞受

賞・赤崎教授および天野教授と連携し推進したLEDの技術開発、製品化と、LEDの動向とその可能性について

セッション15:50〜16:30講師：太田光一、山本寿仁、瀬戸壽司(中部デザイン協会理事、SETO planning office代表)／デザインによる、革新と伝統の

融合は可能か？技術者とデザイナーによるトークセッション

ポイント

12月

講演会

会期 13:30〜16:30(開場13:00)

セミナールーム3会場

休

会員2,000円 学生1,000円(交流会含む※講演会のみ1,000円)料金

主催

共催＝中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター共催など

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370プレス問

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370一般問
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2015年12月19日(土)

中部デザイン協会創立65周年記念講演会

中部デザイン協会

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、石や木、貝殻や真鍮など、自然のままの素材を使い、表情の面白さを感じるアクセサリーを提案する

「non」。今回は、お好きな鉱石を選んでいただき、アクセサリーを制作するオーダー会を開催します。作品は受注後、クリエイターが仕上げ、後日店頭にて

お引き渡しします。

■指導クリエイター：石田希美（non）■定員：各回5人(※抽選)■応募締切：2015年12月14日（月）

ポイント

12月

講座

会期 第1回：13:30〜、第2回：16:00〜

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1個2,000円から料金

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

15

2015年12月20日(日)

non：鉱石のジュエリーオーダー会

non

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。



2015年10月23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11月〜2016年2月）

子どもたちと日本広告制作協会（OAC）のクリエイターがつくるカレンダー。海がもたらすさまざまな恵みと海にかかわる人の暮らしをモチーフに、北緯39

度に位置する2つのまち、大槌町とフォートブラッグ市の子どもたちが描いた線画約70点（奇数月は大槌町、偶数月はフォートブラッグ市）を使って、OAC

のメンバーがデザイン化したカレンダーを展示紹介します。

※クリボラ：クリエイティブ＋ボランティアの造語で、コミュニケーションデザインの力を問題解決に活かそうとするOACの取り組み。

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

協賛＝（株）国際デザインセンター共催など

(公社)日本広告制作協会プレス問

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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2015年12月23日(水・祝)〜27日(日)

「太平洋を渡る心の架け橋」クリボラカレンダー2016

(公社)日本広告制作協会

時間

ポイント

1月

展覧会

会期

会場

休

料金

主催

共催＝中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター共催など

プレス問

一般問
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2016年1月6日（水）〜10日（日）

JCD企画展（仮）

（一社）日本商環境デザイン協会

時間

前畑(株)、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)による、2016年春夏新作和洋食器の展示発表・受注会。名古屋テーブルトップショーにあわせて

開催。(※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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2016年1月12日（火）〜14日（木）

前畑2016年春夏新作展

前畑(株)

時間

6
※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。


