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2019年5月17日

5月〜6月
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その他

令和元年度名古屋市デザイン活用支援事業デザインアドバイス指導対象企業募集

ポイント

名古屋市内の中小企業を対象に、アイデアの発想から試作品（モデル）の完成まで、専門家がデザインの視点からアドバイス、きめ細かく実地指導する、
名古屋市デザイン活用支援事業。今年度の、この事業の利用希望者を募集。
■募集企業数：名古屋市内に事業所を置く、製造業その他または卸売業を引続き1年以上営む中小企業7社程度、派遣期間・回数：2019年7月下旬
~2020年3月（※7回程度）、費用：60,000円（税込）
■応募締切：6月17日（月）必着■名古屋市担当所管：名古屋市市民経済局産業部産業労働課
■応募要項・詳細・お申し込み：www.idcn.jp/design_support/advice

会期

募集期間：2019年5月1日(水)〜6月17日(月)

時間 休

会場
料金

60,000円（税込※事業全体経費の一部を負担。別途、試作品等の制作費負担。）

主催

名古屋市市民経済局産業部産業労働課

共催など
プレス問

事務局：(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104

一般問

事務局：(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104

5月

世界フェアトレード・デー・なごや2019

2

イベント

フェアトレード・コーヒー・サミット in 名城公園 tonarino

ポイント

コーヒーと音楽のフェスティバル「フェアトレード・コーヒー・サミット第4弾」。
5月の第2土曜日は、世界中でフェアトレード推進イベントが開催される“世界フェアトレード・デー”として、「地域に根ざして世界を思う」フェアトレードの取り
組みに出会う1日。今年で10年目を迎える名古屋でも、名城公園内のtonarinoで、フェアトレードコーヒーの飲みくらべ、スターバックスコーヒー名城公園
店によるワークショップ、音楽パフォーマンス、トーク、マルシェなど、さまざまなイベントが開かれます。

会期

2019年5月6日(月・祝)

会場

名城公園 tonarino (トナリノ) (名古屋市北区名城1丁目4番1)

料金

フェアトレード・ステージ：無料、フェアトレード・コーヒー飲みくらべ：参加費1,200円（税込）、学生割引・リピーター参加費800円（税込）

主催

世界フェアトレード・デー・なごや実行委員会

共催など

時間

10:00〜17:00

休

協力＝NPOフェアトレード名古屋ネットワーク(FTNN)、(株)国際デザインセンター、スターバックスコーヒー名城公園店、協賛＝オーガビッツ、興和(株)、椙山女学園大学村上心研究室、ユニー(株)、九鬼産業(株)、(株)モダン装美、シーシーエス
コーヒー(株)、(株)ターニングポイント、名古屋外国語大学、認定NPO法人ポパイ、後援＝愛知県、名古屋市、JICA中部、名古屋商工会議所、ナゴヤファッション協会、(公財)愛知県国際交流協会（AIA）、(一社)フェアトレード・フォーラム(FTFJ)

プレス問

世界フェアトレード・デー・なごや実行委員会ftnagoya.marche@gmail.com

一般問

世界フェアトレード・デー・なごや実行委員会ftnagoya.marche@gmail.com

5月

World Interiors Week 2019 in JAPAN NAGOYA

3

講座

セミナー「ワールド・インテリアトレンド・レポート」

ポイント

World Interiors Week in JAPAN実行委員会と(公社)日本インテリアデザイナー協会、(公財)日本デザイン振興会が、毎年5月の最終土曜日に世界各
地で開催される「ワールド・インテリア・デー（WID）」にあわせて推進する「ワールド・インテリア・ウィーク（WIW）」。今年度も、各地でセミナー等を開催。ワー
ルド・インテリアトレンド・レポートでは、パリの最新ホテルの現地視察のレポート、ミラノデザインウィークの報告など最新のトレンドを画像をふんだんに交え
紹介。一般の方にもご参加いただけます。■定員：申込先着80人■締切：5月22日(水)(※定員になり次第締切)■応募方法：氏名(ふりがな)、参加希望
日・会場(5/25・TOTOセミナールーム)、職業、所属会社名・学校名、e-mail、tel、参加費支払い方法（事前振り込み/当日支払い）を記入し、応募。■応
募先：(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局((株)フォーラム内)(central@jid.or.jp、tel0520705-3002、fax052-709-5377)へ。

会期

2019年5月25日(土)

会場

TOTOセミナールーム（名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング12F）

料金

一般1,000円、学生500円

主催

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア

時間

13:30〜16:30（受付：13:00〜）

休

共催など

後援＝名古屋市、株式会社国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会

プレス問

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、fax052-709-5377、central@jid.or.jp

一般問

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、fax052-709-5377、central@jid.or.jp

※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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発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年5月〜8月）

2019年5月17日

5月

2019年度中部デザイン協会定時総会記念講演会

4

「変革に挑戦し続ける100年企業 〜リーダーに求められる姿勢と行動〜」

ポイント

講演会

中部デザイン協会が定時総会にあわせて開催する記念講演会。2019年度は、小池利和・ブラザー工業(株)代表取締役会長を講師に迎え開催。20余年
にも及ぶアメリカでの企業活動を通してブラザー工業(株)の発展に貢献されてきた貴重な体験についての講演が行われます。講演会終了後に交流会
（17:30~19:30/カフェ・ル・ドーモ/参加費4,000円）
■講師：小池利和(ブラザー工業(株)代表取締役会長)
■定員：100人(※要事前申込)■締切：5月22日(水)■申込方法：氏名、同伴参加者名、所属団体(企業名/学校名)、tel、出席希望会(総会・講演会・
交流会)を明記。■申込先：中部デザイン協会fax：052-228-6370、e-mail：cda@lily.ocn.ne.jp

会期

2019年5月25日(土)

会場

セミナールーム3

料金

1,000円(記念講演会)

主催

中部デザイン協会

時間

15:15〜16:45

休

共催など

後援＝中部デザイン団体協議会、協賛＝（株）国際デザインセンター、協力＝ブラザー工業(株)、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会

プレス問

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370

一般問

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370

5月

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年記念 リレートーク「社会とつながるデザイン」

5

第4回／空間系トーク「暮らしとインテリアを変えるキッチンのデザイン」

ポイント

講演会

中部デザイン団体協議会（CCDO）は、名古屋圏のデザイン分野の振興を目指し、1988年7月、異分野のデザイン団体が集結して設立。創立30周年を
記念し、「社会とつながるデザイン」を全体テーマにさまざまな事業を実施。その一環として、加盟11団体が広告・編集系、製品系、空間演出系、空間系の
4つの領域に分かれリレートークを開催しています。その第4回は、空間系3団体が「暮らしとインテリアを変えるキッチンのデザイン」をテーマにトークを開
催します。■定員：100人■締切：5月20日(月)定員になり次第締切■応募方法：氏名(ふりがな)、所属先（会社名、学校名）、参加人数、tel、fax、emailを記入し、応募。■応募先：中部インテリアプランナー協会fax052-253-8554、cip@chubu-ip.com

会期

2019年5月25日(土)

会場

トーヨーキッチンスタイル 名古屋ショールーム(名古屋市名東区一社2-21)

料金

1,000円（軽食付）

主催

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年事業推進委員会

共催など

時間

18:00〜21:00(受付17:30〜)

休

推進団体＝(公社)愛知建築士会、(公社)日本インテリアデザイナー協会、中部インテリアプランナー協会、協力＝株式会社国際デザインセンター、ユネス
コ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会

プレス問

中部デザイン団体協議会（CCDO）創立30周年記念事業推進委員会register@ccdo.info、中部インテリアプランナー協会fax052-253-8554、cip@chubu-ip.com

一般問

中部デザイン団体協議会（CCDO）創立30周年記念事業推進委員会register@ccdo.info、中部インテリアプランナー協会fax052-253-8554、cip@chubu-ip.com

6
ポイント

Siffon×SAMOオーダー会

5月

和紙糸でつくる夏のニット帽

講座

創業をめざす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、Loop12期に期間出店する(4月26日〜6月10日)「Siffon」が、Siffonブランドを手がける丸安ニットのカラフルな
和紙糸を素材にした夏のニット帽のオーダー会を開催します。
■来店クリエイター：大橋綾（SAMO）■定員：先着10人（※予約不要）

会期

2019年5月26日(日)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

TuNoベレーS 3,500円／M 4,500円／L 4,900円、TuNoとんがりSS 2,800円／S 3,500円／M 3,800円、とんがりL 4,500円※税別。オーダ決定後、前払い。

主催

Siffon（丸安ニット(株)）

時間

11:30〜15:00

休

共催など

共催＝クリエイターズショップ・ループ

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

※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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2019年5月17日

5月

World Interiors Week 2019 in JAPAN NAGOYA
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講座

デザインセミナー「フィンランドの巨匠“Kaj Franck カイ・フランク”の魅力を語る」
-フィンランドより、タウノ・タルナ氏をお迎えしてポイント

World Interiors Week in JAPAN実行委員会と(公社)日本インテリアデザイナー協会、(公財)日本デザイン振興会が、毎年5月の最終土曜日に世界各
地で開催される「ワールド・インテリア・デー（WID）」にあわせて推進する「ワールド・インテリア・ウィーク（WIW）」。今年度も、各地でセミナー等を開催。公開
デザインセミナーでは、カイ・フランクの友人であり世界有数のカイ・フランクコレクターのタウノ・タルナ氏が、フィンランドデザインの巨匠、カイ・フランクの
魅力を語ります。一般の方にもご参加いただけます。■定員：申込先着120人■締切：5月22日(水)(※定員になり次第締切)■応募方法：参加希望日・会
場(5/27・名古屋学芸大学)、氏名(ふりがな)、tel、参加団体、同伴者名を記入し、応募。■応募先：WIW in JAPAN(https://wiwjapan.org)もしくは
(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局((株)フォーラム内)(central@jid.or.jp、tel0520705-3002、fax052-709-5377)へ。

会期

2019年5月27日(月)

会場

名古屋学芸大学 日進キャンパス 5号館521教室（日進市岩崎町竹の山57）

料金

無料

主催

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア

共催など

13:50〜15:20(受付：13:20〜)

時間

休

企画・運営＝World Interiors Week in JAPAN実行委員会、(公社)日本インテリアデザイナー協会、(公財)日本デザイン振興会、後援＝フィンランド大使
館、フィンランドセンター、名古屋市、株式会社国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会、協力＝名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科

プレス問

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、fax052-709-5377、central@jid.or.jp

一般問

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、fax052-709-5377、central@jid.or.jp

6月

8

審査会

AICHI AD AWARDS 2019 審査会

ポイント

愛知広告協会が県下の有能な広告クリエーターの育成を目的に主催している広告賞「AICHI AD AWARDS （AAA）」。「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、顕彰。A.電波、B.グラフィック、C.デジタル、
D.デザイン、E.プロモーション／OOHの各カテゴリーより、ゴールド、シルバー、ブロンズ各1点及びグランプリを選考。
※審査会は審査に支障のない範囲で公開されます。ご覧になりたい場合は、(一社)愛知広告協会(tel052-223-6652)まで事前にご連絡ください。
■詳細www.aichi-ad.or.jp/aichi-ad-awards-2019/

会期

2019年6月6日(木)

会場

デザインギャラリー、セミナールーム1、3

料金

無料

主催

(一社)愛知広告協会

共催など

時間

9：30〜17：30(予定)

休

共催＝(株)国際デザインセンター、後援＝愛知県、コピーライターズクラブ名古屋、中部CM合同研究会、(一社)日本アド・コンテンツ制作協会中部支部、
(公社)日本グラフィックデザイナー協会愛知地区、中部デザイン団体協議会、(一社)中部広告制作協会、名古屋広告業協会

プレス問

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp

一般問

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp

6月、7月

naonao ワークショップ

9

講座

着物生地でつくる丸織りブローチ

ポイント

創業をめざす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、Loop12期に期間出店する(6月12日〜7月22日)「naonao」がワークショップを開催。naonaoセレクトの着物を裂
いた布地や変わり糸をくるくる回して織り、仕上げにアンティークボタンや天然石などをアクセントにつける、丸織りのブローチを制作します。経糸や着物生
地など、お好きな色をお選びいただけます。■指導クリエイター：梅村 直(naonao)■①13:00〜②15:00〜■要事前申込(※締切：6月21日(金))■定
員：各回先着8人(小学生以上)■費用：1,500円(1点)■応募方法：参加希望日時・お名前・電話・e-mailを記入し、応募。■申込先：naonao tel090
-1726-5162、e-mail:info@naonao-sakiori.com

会期

2019年6月22日(土)、7月13日(土)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

1点1,500円

主催

naonao

時間

①13:00〜②15:00〜

休

共催など

共催＝クリエイターズショップ・ループ

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

※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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発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年5月〜8月）

2019年5月17日

6月

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年記念
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リレートーク「社会とつながるデザイン」総括セミナー(仮)

ポイント

講演会

中部デザイン団体協議会（CCDO）は、名古屋圏のデザイン分野の振興を目指し、1988年7月、異分野のデザイン団体が集結して設立。創立30周年を
記念し、「社会とつながるデザイン」を全体テーマにさまざまな事業を実施。その一環として、加盟11団体が広告・編集系、製品系、空間演出系、空間系の
4つの領域に分かれリレートークを開催してきました。2019年度定時総会にあわせ、これまで開催した全4回のリレートークを総括するセミナーが開かれま
す。

会期

2019年6月29日(土)

会場

セミナールーム3

時間

15:30〜17:30（仮）

休

料金
主催

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年事業推進委員会

共催など

協賛＝(株)国際デザインセンター

プレス問

中部デザイン団体協議会事務局tel052-238-6036、fax052-238-6037

一般問

中部デザイン団体協議会事務局tel052-238-6036、fax052-238-6037

7月

11

審査会

AAA2019優秀広告作品展

ポイント

広告賞「AICHI AD AWARDS （AAA）」は、「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、優れた作品を表彰。本展には、日本のトップクリエーター7人が選出した愛知のクリエーターの優秀な広告作品が展示されます。

会期

2019年7月24日(水)〜29日（月）

会場

デザインギャラリー

料金

無料

主催

(一社)愛知広告協会

共催など

時間 休

無休

共催＝(株)国際デザインセンター、後援＝愛知県、コピーライターズクラブ名古屋、中部CM合同研究会、(一社)日本アド・コンテンツ制作協会中部支部、
(公社)日本グラフィックデザイナー協会愛知地区、中部デザイン団体協議会、(一社)中部広告制作協会、名古屋広告業協会

プレス問
一般問

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp
(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）

※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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