
2017年11月29日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2017年12月〜2018年3月）

意欲ある中小企業の新商品の開発やサービスの創出、新規事業進出などのイノベーション活動を促進するための支援事業「名古屋市中小企業イノベー

ション創出プロジェクト」。この事業は、デザイン活用、IoT・新技術応用、女性ビジネスの3研究会から成り、「デザイン活用研究会」では、実際の開発に役

立つセミナーとワークショップ、専門相談員による個別指導を実施。ワークショップでは、異業種グループで以下の内容に取組みます。（※参加者募集は終

了）

■商品企画＝デザインを活用した新商品・サービスの開発(6〜8月、全3回)

■プロモーション企画＝広告やウェブサイト等の販売促進ツールの開発(10〜12月、全3回)

ポイント

10月〜12月

講座

会期 14:00〜17:00(12月15日は〜18:00)

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

料金

主催

企画運営＝（株）国際デザインセンター共催など

デザイン活用研究会事務局(（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104)プレス問

デザイン活用研究会事務局(（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104)一般問

1

2017年10月20日(金)、11月24日(金)、12月15日(金)

平成29年度名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト

デザイン活用研究会 全体指導(ワークショップ)：プロモーション企画「アピールシートの制作」

名古屋市

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いています。今回、第9期から引き続き出店する「ワークセンターひょうたんカフェクラフト班」が、第10期の新しい試みとして、一部の

商品アイテムについて、織り（5種）×色（19色）の好みの組み合わせでセミオーダーを受ける、受注会を開きます。※予約不要

織り（5種）×色（19色）の好みの組み合わせを選び、オーダーメイドが可能。

アイテム：カードケース、三角ポーチ（小）、三角ポーチ（中）、三角ポーチ（大）、ペンケース、スツール、織り柄：あじろ織り、二色千鳥織り、三色千鳥織り、

チェック織り、カラフル（※カラフルは糸色の指定不可）、納期：1ヶ月程度

ポイント

10月〜2月

イベント

会期 14:00〜16:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

通常の商品価格に540円を加算料金

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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2017年10月28日(土)、11月26日(日)、12月23日(土・祝)、1月28日(日)、2月24日(土)

ワークセンターひょうたんカフェクラフト班のオーダーメイド会

ワークセンターひょうたんカフェ

時間

「FUJIFILM GFX 50S」の発表記念写真展。世界中を旅しながら、各国の美しい風景や人物の自然な表情を取り続けている写真家・織作峰子氏が、最新鋭

の中判ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM GFX 50S」を片手に、25年前の思い出の地、ニュージーランドを訪れ撮影を敢行。

［トークショー］Reminisce my Aotearoa ニュージーランド心の旅

参加無料。日時：2017年12月3日(日)13:30〜15:00(開場13:00)、会場：クリエイティブビジネススペース コード(国際デザインセンター4F)、定員：

100人。要事前申込。申込先：Xセミナーズ事務局tel042-481-8206（対応時間：平日10:00〜17:00）

ポイント

11月〜12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

共催など

(株)プロフェックス(担当：鈴木、大河)tel03-5444-7157プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2017年11月29日(水)〜12月4日(月)

織作峰子Reminisce my Aotearoa レミニス マイ アオテアロア

中判ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM GFX 50S」発表記念写真展

富士フイルム(株)

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。



2018年11月12日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2017年12月〜2018年3月）

■講師：船橋辰朗「中部デザイン協会の誕生と歩み」、宇賀敏夫「戦後日本経済の発展とデザインの歩み」、森本 健「行政に果たした中部デザイン協会の

役割」、西村知弘「デザイン教育の夜明け」

■コーディネーター：滝本成人

※講演会終了後に交流会（17:00~19:00、1,500円）

■要事前申込■申込方法：氏名・所属名(団体、学校、企業)・連絡先・同伴参加者名・参加の区分(講演会のみ参加、講演会＋交流会参加、交流会のみ

参加)を明記。11月15日(水)締切■申込先：中部デザイン協会事務局fax：052-228-6370

ポイント

12月

講演会

会期 講演会13:30〜16:30(受付13:00〜)、交流会17:00〜19:00

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

講演会500円、交流会1,500円料金

主催

協力＝（株）国際デザインセンター、クリエイティブビジネススペース コード、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会共催など

中部デザイン協会(担当：滝本成人takimoto@sugiyama-u.ac.jp)プレス問

中部デザイン協会(担当：滝本成人takimoto@sugiyama-u.ac.jp)一般問
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2017年12月2日(土)

講演会「中部デザイン協会の歴史から日本のデザイン黎明期を語る。」

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。今回は、10期初出店、色鮮やかな着物生地のシルク古布を裂いてバッグを制作している「naonao」がワークショップを開

催。naonaoセレクトのシルクの着物を裂いた布からお好みの色柄を選び、コサージュやバッグチャーム、ヘアゴムなどお好みのアクセサリーの形を選んで

制作します。お好みでモヘアやファーを裂き布に混ぜることもできます。

■指導クリエイター：梅村 直(naonao)■①13:30〜②14:30〜(約30分程度)■応募方法：参加希望時間・お名前・電話・e-mailを記入し、応募。■申

込先：naonao e-mail:naonao-70@hotmail.co.jp■要事前申込（※締切：11月30日(木) ※申込先着順 ※予約状況によっては当日も受付）■定員：

ポイント

12月

講座

会期 ①13:30〜②14:30〜(約30分程度)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点500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
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2017年12月3日(日)

着物生地の裂き布(さきぬの)と糸で作るアクセサリー

naonao ワークショップ

naonao

時間

クラフトデザイナー中部会員作品展。陶磁器、ガラス、木、テキスタイル、金属、籐、七宝、ジュエリーなど、さまざまな分野のクラフトデザイナーが手がけた

贈りもの。クリスマス、お正月にむけ“誰かに贈るクラフト”をテーマにクラフトデザイナー・36人が作品を出品。

■出品者＝あさくらやよい、大塚くるみ、加賀千珠子、加賀友博、加藤つばさ、亀井龍二、河村尚江、小澤順一、小牧佳寿代、近藤依子、酒井崇全、栄木

正敏、椎葉佳子、白尾由美、鈴木裕子、田代尚照、長江武良夫、中井善子、中村幸人、成田幸子、野田里美、林 孝子、伴野紀行、日比野靖、舟橋辰朗、

本多 潔、桝田有香、水野誠子、宮野美樹、森 明宏、森 尚子、安井桂子、山中俊輔、山本とし子、李 末竜、采睪真澄

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＝（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(担当:本多)tel090-1299-3471プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2017年12月13日(水)〜18日(月)

クラフトデザイナー中部「贈るクラフト」

クラフトデザイナー中部

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。



2017年11月29日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2017年12月〜2018年3月）

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、10期初出店の「ツムギラボ」が、伝統技法の雪花絞りで手ぬぐいを染めるワークショップを開催します。

■指導クリエイター：谷佳津臣、近藤弥栄子(ツムギラボ)■事前申込不要、当日随時参加可■定員：20人程度

ポイント

12月

講座

会期 13:30〜16:30

クリエイターズショップ・ループ会場

休

90㎝：1,000円、135㎝：1,500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、ツムギラボtsumgilabo@taniken-co.co.jpプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ツムギラボtsumgilabo@taniken-co.co.jp一般問
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2017年12月23日(土・祝)

カラフルな雪花しぼりに挑戦しよう!

ツムギラボ ワークショップ

ツムギラボ

時間

文化庁メディア芸術祭の受賞作品(審査委員会推薦作品を含む)を中心に、メディアアート、映像、ガジェット、ゲーム、ウェブ、アニメーション、マンガ作品

などを総合的に展示・上映・解説等を行う展覧会。今回の愛知展では『人工知能／人工生命的なるもの』を感じ、考えてみることをテーマに機械や人工生

命、人工現実感などによって成り立つ表現に注目し、その時代ごとに変わりゆく価値観を問い直す。

※文化庁メディア芸術祭：アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を

提供するメディア芸術の総合フェスティバル。平成9年度（1997年）の開催以来、高い芸術性と創造性をもつ優れたメディア芸術作品を顕彰するとともに、

受賞作品の展示・上映や、シンポジウム等の関連イベントを実施する受賞作品展を開催。

ポイント

1月

展覧会

会期 10:00〜17:00

デザインホール、デザインギャラリー、アトリウム、クリエイティブビジネススペース コード会場

無休休

無料料金

主催

共催＝名古屋市、(株)国際デザインセンター、中日新聞社、企画運営＝文化庁メディア芸術祭愛知展運営委員会、協力＝ユネスコ・デザイン都市なごや

推進事業実行委員会、Digital animation Tube!、(株)グローカライズ・コンテンツ

共催など

文化庁メディア芸術祭愛知展運営委員会事務局(中日新聞社社会事業部内)tel052-221-0955(平日10:00〜18:00)プレス問

一般問
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2018年1月4日(木)〜17日(水)（※デザインホールは8日(月)まで）

MECÂNICA ー私と私の次なるものー

平成29年度文化庁メディア芸術祭愛知展

文化庁

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年次学生による「これからの名古屋」を提案するデザイン展。ビジュアルコミュニケーション、スペースデザ

イン、プロダクトデザイン、学究デザインビジネスの4領域のいずれかに属する学生の作品を展示。

ポイント

1月

展覧会

会期

デザインギャラリー、2F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tel0561-75-2803プレス問

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科tel0561-75-2803、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

9

2018年1月25日（木）〜28日（日）

なごやVISION展2018

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

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。



2017年11月29日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2017年12月〜2018年3月）

(公)日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）の中部地域の会員による作品展。ポイント

1月〜2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

プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年1月31日(水)〜2月5日(月)

JAGDA中部グラフィック展(仮称)

(公)日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)中部地域

時間

中部デザイン団体協議会(CCDO)では、加盟団体(12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9回CCDOデザインアオード受賞者の発表展。

ポイント

2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tel052-238-6036プレス問

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年2月7日(水)〜12日(月・祝)

第9回CCDOデザインアオード2017 受賞者発表展(仮称)

中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター

時間

大同大学工学部建築学科（建築専攻/インテリアデザイン専攻）による卒業研究展。卒業設計作品（模型、図面など）、卒業研究論文（パネル展示、書籍展

示）を展示。

ポイント

2月

展覧会

会期

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

大同大学建築学科（担当：米澤）tel090-4276-4022プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年2月21日(水)〜26日(月)

大同大学［×4デザイン専攻・リレー展示］

建築学科 建築専攻/インテリアデザイン専攻 卒業研究展

大同大学

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。


