
2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5月）

(公財)日本習字教育財団の創立者、原田観峰の書道作品展。ポイント

2月

展覧会

会期 10:00〜16:00

デザインギャラリー、デザインホール会場

休

無料料金

主催

共催など

(公財)日本習字教育財団 観峰館tel0748-48-4141プレス問

(公財)日本習字教育財団 観峰館tel0748-48-4141、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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2019年2月3日(日)

原田観峰の書「観峰ー瞬間(とき)の息吹ー」

日本習字創立65周年記念

第10回観梅展併催

(公財)日本習字教育財団 観峰館

時間

中部クリエーターズクラブメンバーによる作品展。

クリエーターは、発想する。クリエーターは、提案する。クリエーターは、カタチにする。クリエーターは、伝える。人と人が分かり合えば、無益な争いはなくな

る。人と人が協力し合えば、大きな力が生まれる。すべて、SHAKE HANDS(握手)から始まる。

今回、継続テーマで開催しているポスター展「SHAKE HANDS」の開催により、あらためて「平和・環境・経済・宗教…」等さまざまなことを幅広い視野で見

つめ直した作品を募集。日々クリエイティブな力で社会に貢献しているクリエーターらのたくさんのSHAKE HANDSが展示されます。

ポイント

2月

展覧会

会期 11:00〜19:00(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、協力＝セントラル画材(株)共催など

中部クリエーターズクラブ(tel052-953-4121、e-mail: info@ccc1973.com)プレス問

中部クリエーターズクラブ(tel052-953-4121、e-mail: info@ccc1973.com)、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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2019年2月6日(水)〜11日(月・祝)

中部クリエーターズクラブポスター展2019 “SHAKE HANDS”

中部クリエーターズクラブ

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、11期初出店の「碧香堂」が、30種類あるお香の中からバニラ・ストロベリー・シナモンなど甘い香りをピックアップ

し、香りの特徴や効能、由来などを詳しく解説する、お香体験会を開催します。ハーブティーをお楽しみいただきながら、奥深い香りの世界をご案内します。

※30種のお香すべてがセットになった「碧香堂のかおり手帖(¥1,200)」のお土産付き。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：抽選で各回10人■締切：2月8日(金)■応募先：申込専用

フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエイターからお知らせします。)

ポイント

2月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(お香30本、ハーブティー付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2019年2月10日(日)

碧香堂の体験会 香り体験会「バレンタインにおすすめ甘い香り」

碧香堂

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。



2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5月）

公益社団法人日本インテリアデザイナー協会(JID)中日本エリアと、一般社団法人インテリアプランナー協会(JIPA)の中部地区組織、中部インテリアプラ

ンナー協会(CIP)による合同のインテリアデザイン賞展。2018年JID賞受賞作品、JIPAによる第5回インテリアプランニングアワード2018の優秀作品を中

心に、両協会の会員作品を展示。

■2月13日(水)にインテリアフォーラム&コミュニケーションパーティを開催

ポイント

2月

展覧会

会期 11:00〜19:00(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

中部インテリアプランナー協会tel052-265-5110、fax052-265-5117プレス問

中部インテリアプランナー協会tel052-265-5110、fax052-265-5117一般問
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2019年2月13日(水)〜18日(月)

インテリアデザインアワード2018

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア、中部インテリアプランナー協会

時間

中部デザイン協会が、毎年、年度締めくくり事業として開催している記念講演会。会員、法人会員およびサークル会員のみならず、一般の方々に、同協会

の活動意義とその事業を理解してもらう一環として実施されるもので、現在活躍中の外部講師を招き開催されています。今回は、講師に堀越哲美・愛知産

業大学学長/環境デザイナーを迎え、『環境デザインとはー見えないもののデザインー』をテーマに、快適な環境の創出、五感を満足させる空間設定につい

ての講演と、高梨芳生・あうる建築工房(有)代表/建築家、CDA法人会員とのセッション「心地よい空間づくりとは」が開かれます。■定員：100人■締切：

2月13日(水)(※定員になり次第締切)■応募方法：お名前、所属先(団体・企業・学校)を記載しfaxまたはe-mailで応募■応募先：中部デザイン協会事

務局fax052-228-6370、cda@lily.ocn.ne.jp

ポイント

2月

講演会

会期 講演会・セッション13:30〜16:30（開場13:00〜）、交流会17:00〜20:00

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

3,000円（※講演会・セッションのみ参加：1,000円）料金

主催

後援＝中部デザイン団体協議会、協力＝(株)国際デザインセンター共催など

中部デザイン協会事務局(担当：西村知弘)tel、fax052-228-6370プレス問

中部デザイン協会事務局(担当：西村知弘)tel、fax052-228-6370一般問
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2019年2月16日(土)

「環境デザインとはー見えないもののデザインー」

平成30年度中部デザイン協会デザイン講演会

中部デザイン協会

時間

大同大学情報学部情報デザイン学科メディアデザイン専攻の学生による展示。

「×4デザイン専攻リレー展示」では、メディアデザイン専攻、プロダクトデザイン専攻、建築専攻、インテリアデザイン専攻の4つの専攻から、卒業制作作品

の中から選抜された作品や、学生たちがリレー展示のために4年間の集大成として取り組んだ作品が、市内各所で発表されます。

国際デザインセンター・デザインギャラリーでは、メディアデザイン専攻のうち、グラフィック、3DCG、VR、ウェブ、愛知ブランド企業PRの作品が展示されま

す。

ポイント

2月

展覧会

会期 10:00〜19:00(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

大同大学プレス問

大同大学tel052-612-6111(代)、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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2019年2月20日(水)〜24日(日)

Vol.7大同大学×4デザイン専攻リレー展示

メディアデザイン専攻

大同大学

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。



2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5月）

CAC中部広告制作協会では、中部地域の広告団体・会社及びデザイン関連団体・個人などに向け、広くクリエイティブ力強化へつなげることを目的とし、

交流会、研修会、セミナー及び講演会の企画運営を行っています。今回は、「OK Go: I Won’t Let You Down」「NTT Docomo: 森の木琴」など革新的な

アイデアで日本のクリエイティブシーンをリードしてきた、原野守弘・(株)もり代表をスピーカーに迎えセミナーを開催。2018年6月にロンドンで発売され、

10月に日本語版も刊行された『クリエイティブ・スーパーパワーズ』の中から、同氏が執筆した「ものづくりを成功に導く7つの原理」について、具体的な事例

を交えながら話します。■申込先着順■締切：2月15日(金)(※定員になり次第締切)■応募方法：会社名または学校名、代表者・同伴者のお名前、e-

mail、を記載し申込■応募先：fax052-241-2555、e-mail info@chubu-ac.com、http://www.chubu-ac.com/register/

ポイント

2月

講演会

会期 19:00〜21:30(受付18:30〜)

愛知芸術文化センター アートスペースA(〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁目13番2号 12階)会場

休

CAC会員1,000円、一般2,000円、学生無料料金

主催

協賛＝中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター、(一社)愛知広告協会、（株）丸由製作所、（株）Too名古屋支店、セントラル画材（株）、（株）東海シーオーエーエ

ス、（株）モリサワ、（株）宣伝会議、後援＝愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、中部クリエーターズクラブ、名古屋イラストレーターズクラブ
共催など

CAC中部広告制作協会事務局info@chubu-ac.comプレス問

CAC中部広告制作協会事務局info@chubu-ac.com一般問
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2019年2月20日(水)

ものづくりを成功に導く7つの原理

CACクリエイティブセミナー

(一社)中部広告制作協会

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、11期継続出店の「Ma2Co」が、ワークショップを開催。Ma2Coセレクトのビーズからパーツを選び、ピアス、イヤリ

ングなどお好みのアクセサリーをつくります。

■指導クリエイター：松野寛子(Ma2Co)■要事前申込（※締切：2月18日(月)）■定員：抽選で各回8人程度■応募方法：参加希望日、時間、お名前、人

数、ご連絡先）を記載し申込。■申込先：Ma2Co e-mail：coro2co.0921@gmail.com(抽選結果は、都度、出店クリエイターからお知らせします。)

ポイント

2月

講座

会期 ①13:30〜 ②15:30〜 (各回60分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

アクセサリー1種につき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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2019年2月24日(日)

オリジナルのピアス・イヤリングを作ろう

Ma2Coワークショップ

ビーズアクセサリー教室

Ma2Co

時間

名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクトは、意欲ある中小企業のイノベーション活動を促進するため、デザイン活用、IoT・新技術応用、女性ビジ

ネスのテーマ別研究会の開催などで、新商品の開発やサービスの創出、新事業進出等を支援するものです。国際デザインセンターではデザイン活用研究

会の企画運営を行い、企画開発をグループワークで体験する実践的なワークショップと専門家を派遣する個別指導を実施してきました。今回、年度末を迎

えるにあたり、3研究会合同の活動成果報告会が開かれます。

●参加対象：プロジェクト参加者（※一般参加不可）

ポイント

2月

講演会

会期 13:30〜15:30

キャッスルプラザ4階 梓の間(〒450-0002名古屋市中村区名駅4-3-25)会場

休

料金

主催

共催など

名古屋市中小企業振興センター 経営支援課tel052-735-2100プレス問

名古屋市中小企業振興センター 経営支援課tel052-735-2100一般問
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2019年2月25日(月)

平成30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活動報告会

名古屋市市民経済局産業部産業労働課

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。



2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5月）

(公社)日本サインデザイン協会(SDA)、（一社）日本空間デザイン協会(DSA)、(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作品を一

堂にパネル展示。美術館・博物館・商業施設・アミューズメントパーク・展示会等の分野において過去一年間に制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3月1日（金）に開催。

■SDA大賞「道の駅 川場田園プラザ サインリニューアル計画」（宮崎桂／株式会社KMD）

■DSA大賞「“銀座彩光（Lumiere vivante）” 資生堂」（伊藤隆道／造形家）

■JCD大賞「静岡県富士山世界遺産センター」（坂茂／坂茂建築設計、高橋久弥・土井啓郁／株式会社丹青社）

ポイント

2月〜3月

展覧会

会期 10:00〜21:00

セントラルギャラリー（地下街・セントラルパーク北端）会場

無休休

無料料金

主催

後援＝名古屋市、名古屋商工会議所、(株)国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会

中部デザイン団体協議会(CCDO)創立30周年記念事業／ユネスコ・デザイン都市なごや連携事業

共催など

デザイン・トリプレックス15実行委員会fax052-253-8554、e-mail: designtriplex@gmail.comプレス問

デザイン・トリプレックス15実行委員会fax052-253-8554、e-mail: designtriplex@gmail.com一般問
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2019年2月26日(火)〜3月4日(月)

デザイン・トリプレックス15 日本の空間デザイン賞展

デザイン・トリプレックス15実行委員会(SDA・DSA・JCD)

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NAGOYA＝なごやVISION」を提案するデザイン展。ビジュアルコミュニケー

ションデザイン、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

2月〜3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会場

無休休

無料料金

主催

協力＝（株）国際デザインセンター共催など

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
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2019年2月28日（木）〜3月2日（土）

なごやVISION展2019

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

デザイン・トリプレックス15［日本の空間デザイン賞展］関連シンポジウム。JCD Design Award 2018大賞受賞の「静岡県富士山世界遺産センター」は、

日本人の富士山に対しての信仰における遥拝から登拝への変化を体験のデザインとして文脈化することによって、建築と展示のデザインが融合し来館者

に強いインパクトとメッセージを提供することを実現させた。プロデュースに携わった、高橋久弥氏・土井啓郁氏(株式会社丹青社)を講師に迎え、どのよう

なプロセスでそれらが具現化したのかをお話しいただく。

■講師：高橋久弥、土井啓郁（株式会社丹青社）■定員：190人■締切：2月27日（水）（※定員に達し次第締切）■応募方法：氏名・所属名（団体、学校、

企業）・参加人数・TEL・FAX・E-mailを明記し申込■応募先：デザイン・トリプレックス15事務局fax052-253-8554、designtriplex@gmail.com

ポイント

3月

講演会

会期 19:00〜20:30(開場18:30)

栄ガスビル5F キングルーム会場

休

一般2,000円、学生1,000円料金

主催

後援＝名古屋市、名古屋商工会議所、(株)国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会

中部デザイン団体協議会(CCDO)創立30周年記念事業／ユネスコ・デザイン都市なごや連携事業

共催など

デザイン・トリプレックス15実行委員会fax052-253-8554、e-mail: designtriplex@gmail.comプレス問

デザイン・トリプレックス15実行委員会fax052-253-8554、e-mail: designtriplex@gmail.com一般問
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2019年3月1日(金)

シンポジウム「登拝する体験のデザイン−静岡県富士山世界遺産センターのデザインの文脈−」

デザイン・トリプレックス15

デザイン・トリプレックス15実行委員会(SDA・DSA・JCD)

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。



2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5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、11期継続出店の「Ma2Co」が、ワークショップを開催。Ma2Coセレクトのビーズからパーツを選び、ピアス、イヤリ

ングなどお好みのアクセサリーをつくります。

■指導クリエイター：松野寛子(Ma2Co)■要事前申込（※締切：2月25日(月)）■定員：抽選で各回8人程度■応募方法：参加希望日、時間、お名前、人

数、ご連絡先）を記載し申込。■申込先：Ma2Co e-mail：coro2co.0921@gmail.com(抽選結果は、都度、出店クリエイターからお知らせします。)

ポイント

3月

講座

会期 ①13:30〜 ②15:30〜 (各回60分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

アクセサリー1種につき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

13

2019年3月3日(日)

オリジナルのピアス・イヤリングを作ろう

Ma2Coワークショップ

ビーズアクセサリー教室

Ma2Co

時間

プロのデザイナー指導の下、学生と地域産品を製造・販売する中小企業がチームとなり作り上げた商品パッケージを発表します。本事業では、デザイン開

発に欠かせない知的財産権の重要性を学び、想定販売先の調査・ヒアリングからアイデア発想、プロトタイピングと続く、デザイン思考プロセスを取り入れ

たワークショップを行い、サービスエリアで販売するお土産品のパッケージデザイン開発に取り組みました。この作品展示・成果報告会は、実際の商品・販売

化につなげていく検証の場でもあります。学生たちによるアイデアいっぱいのプレゼンテーションを会場にて是非ご覧ください。■申込方法：お名前、会社・

学校名、部署・専攻、連絡先住所、e-mailを記載し申込■申込先：fax052-265-2107、e-mail sangaku@idcn.jp■締切：2月18日(月)■作品展示＝

会期:2月20日(水)〜3月4日(月)10:00〜18:00(休館日:土日)、会場:クリエイティブビジネススペース コード・ギャラリーコーナー、入場無料

ポイント

3月

講演会

会期 14:00〜17:00

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

無料料金

主催

企画運営＝(株)国際デザインセンター共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、sangaku@idcn.jpプレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、sangaku@idcn.jp一般問

14

2019年3月4日(月)

平成30年度「産学連携によるデザイン重視の新商品開発・ブランディング事業」

中部経済産業局

成果報告会

中部経済産業局

時間

焼きものの技法を用い絵画を描く「陶彩画」と、複製画「シルクレ」の展示、関連グッズの販売。ポイント

3月

展覧会

会期 10:30〜18:00

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

草場一壽工房 tel0954-45-3450、fax0954-45-3761、contact@kusaba-kazuhisa.com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

15

2019年3月6日(水)〜11日(月)

草場一壽 陶彩画新作 名古屋個展

草場一壽工房

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。



2019年1月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年2月〜5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、11期初出店の「碧香堂」が、30種類あるお香の中からジャスミン・ラベンダーなどお花の香りをピックアップし、

香りの特徴や効能、由来などを詳しく解説する、お香体験会を開催します。ハーブティーをお楽しみいただきながら、奥深い香りの世界をご案内します。

※30種のお香すべてがセットになった「碧香堂のかおり手帖(¥1,200)」のお土産付き。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回10人■締切：3月8日(金)■応募先：申込専用フォー

ム：http://goo.gl/K2yyJM

ポイント

3月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(お香30本、ハーブティー付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問

16

2019年3月10日(日)

碧香堂の体験会 香り体験会「お花の香り」

碧香堂

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。


