
2012年1月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年2月~5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

品約2,000点を所蔵しています。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

れています。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vol.17では、アメリカン・アール・デココレクションから、1930年代のアメリカ

でもモダンデザインの象徴として人気を集めたStreamline(流線型)のデザインを展示紹介します。

ポイント

11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、2011年12月29日(木)~2012年1月3日(火)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

2011年11月16日(水)~2012年5月7日(月)

Streamline 流線型のカタチ

IdcNコレクションシリーズvol.17

（株）国際デザインセンター

時間

ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワークのデザイン都市が同じ枠組みの中で取組むプロジェクト「CODE-都市のアイデンティティを探る」の第2回。

テーマは「おみやげ／記念品」。私たちの街を訪れた方々の心に記憶として残るもの、あるいは私たちが地元のおみやげとして贈りたい、その土地ならでは

のおみやげ／記念品を各都市で提案します。名古屋と神戸では、学生チームによるワークショップ形式で、現在すでにあるおみやげや記念品などをリサー

チし、アイデンティティを探りながら、新しいおみやげ／記念品を提案。両市の成果を展示とプレセンテーションで発表します。その後、2月17日~23日に

神戸・KIITOでも展示、初日にプレゼンテーションを行います。

［詳細］CODE ｜NAGOYA 2011 http://www.creative-nagoya.jp/code2011/

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＝神戸市共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会事務局((株)国際デザインセンター内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
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2012年2月1日(水)~6日(月)

CODE ｜Souvenir 2011>>> NAGOYA＋KOBE展

CODE｜NAGOYA 2011

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（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

ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワークのデザイン都市が取組む共同プロジェクト「CODE-都市のアイデンティティを探る」の第2回。テーマは「おみ

やげ／記念品」。名古屋と神戸で学生チームによるワークショップ形式で進めてきた、新しいおみやげ／記念品の提案を発表します。

■参加教育機関

名古屋：愛知淑徳大学、椙山女学園大学、名古屋芸術大学、名古屋工業大学、名城大学

神戸：神戸芸術工科大学、神戸夙川学院大学、神戸女子大学、神戸山手短期大学、流通科学大学

［詳細］CODE ｜NAGOYA 2011 http://www.creative-nagoya.jp/code2011/

ポイント

2月

講演会

会期 14:00~17:00(開場13:30)

プレゼンテーションルーム会場

休

無料料金

主催

共催＝神戸市共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2105プレス問

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2105一般問
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2012年2月3日(金)

CODE ｜Souvenir 2011>>> NAGOYA＋KOBE 公開プレゼンテーション

CODE｜NAGOYA 2011

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（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

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。



2012年1月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年2月~5月）

中川運河の写真を使ったワークショップ。名古屋の貴重な景観資産である中川運河の船上から撮影した写真を、よく見る、編集することを通して、運河の

魅力をあらためて発見し写真から実際の風景を想像してみようというもので、写真を使って目で見る物語を制作します。普段とは少し違った見方をしてみる

ことで、写真の理解が深まったり、名古屋の風景に対する意識が変わるきっかけになればと、開催されるものです。制作物は、展覧会「中川運河写真」

(2012年3月、名古屋都市センターで開催)で展示。■対象：15歳以上、25人■申込方法：氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・携帯・e-

mailを明記の上、nakagawa.canal.photo@gmail.comへ。申込先着順。ウェブサイト（http://www.vision.ss.is.nagoya-u.ac.

jp/nakagawa_canal_photo/）で申込状況をご確認ください。

ポイント

2月

workshop

会期 13:00~16:30

デザイン工房会場

休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、名古屋都市センター共催など

デザインリテラシー研究会(名古屋大学大学院情報科学研究科 茂登山研究室内/tel080-3624-7344(担当：荘司))プレス問

デザインリテラシー研究会(名古屋大学大学院情報科学研究科 茂登山研究室内/tel080-3624-7344(担当：荘司))一般問
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2012年2月11日(土)

中川運河の写真で遊ぶ

デザインリテラシー研究会(名古屋大学大学院情報科学研究科 茂登山研究室)

時間

親子で作る、体験するデザイン・ワークショップ。未来のクリエイターたちに、新しい技術との出会い、デザインの楽しさを体験する機会を提供。さまざまな

ジャンルの地元のデザイナーが、遊べる作品づくりを指導します。■2月12日(日)：「暗いところでもピカピカ光る安全な傘“ピカサ”を作ろう」/LEDを使った

ピカピカ光る夜間安全な傘づくり。■2月19日(日)：「つくってたたこう！楽しい太鼓」/いろいろなサイズの紙の筒を使ったオリジナル太鼓づくり。

■6歳~12歳の児童と保護者の2人1組、抽選で各講座15組30人。申込受付：2012年1月4日(水)~31日(火)■申込方法：ホームページ（www.

idcn.jp/kids/2012）か、ハガキ、ファックス、Eメールで国際デザインセンター（〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1/ファックス052-265

-2107/kids@idcn.jp）へ。コース名、郵便番号、住所、氏名、児童の年齢を明記。

ポイント

2月

講座

会期 13:30~16:00(受付は13:15から)

デザイン工房会場

休

1,000円（当日払い）料金

主催

共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2104プレス問

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2104一般問
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2012年2月12日(日)・2月19日(日)

親子デザインワークショップ

「暗いところでもピカピカ光る安全な傘“ピカサ”を作ろう」／「つくってたたこう！楽しい太鼓」

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（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

プロダクト、グラフィック、建築、ジュエリーなど、さまざまなジャンルにわたる地元のデザイン団体・15団体で構成される、中部デザイン団体協議会

(CCDO)。その会員がデザインするLED作品（照明器具・置物・生活調度品・装身具等）と、会員らが指導にあたる親子デザインワークショップ「暗いところで

もピカピカ光る安全な傘“ピカサ”を作ろう」で作られる子供たちの作品、デザイン教育機関学生作品を展示。

■出品者(CCDO構成団体会員)＝あさくらやよい、雨宮勇、荒川芳秋、位田広樹、江藤太郎、河村暢夫、勝崎芳雄、熊沢甫、鬼頭正信、佐竹真知子、渋谷

寿、瀬戸寿司、高梨ゆかり、谷村秀、西村知弘、星田博子、堀田敏則、本多潔、舟橋辰朗、水野誠子、山本富樹、和田眞爾

ポイント

2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

協賛＝（株）ワーロン、セントラル画材（株）共催など

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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2012年2月15日(水)~20日(月)

クリエーターズLEDデザイン展

中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター

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。



2012年1月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年2月~5月）

空間系のデザイン3団体、(社)日本ディスプレイデザイン協会、(社)日本サインデザイン協会、(社)日本商環境設計家協会が、2005年以降毎年行って

いる協同事業で、展示会とシンポジウムを開催。デザイン・トリプレックス8［日本の空間デザイン ディスプレイ・サイン・商環境］デザイン展[日本の空間デ

ザイン賞]では、3団体のアワード作品を総合的に展示します。

ポイント

2月

展覧会

会期 10:30~20:00(最終日は17:00まで)

アトリウム会場

無休休

無料料金

主催

共催＝ナディアパーク、後援＝中部デザイン団体協議会、名古屋市、名古屋商工会議所共催など

プレス問

一般問
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2012年2月21日（火）~24日（金）

デザイン展［日本の空間デザイン賞］

デザイン・トリプレックス8［日本の空間デザイン ディスプレイ・サイン・商環境］

デザイン・トリプレックス8実行委員会(（社）日本ディスプレイデザイン協会中部・（社）日本サインデザイン協会・（社）日本商環境設計家協会)、(株)国際

デザインセンター

時間

空間系のデザイン3団体、(社)日本ディスプレイデザイン協会、(社)日本サインデザイン協会、(社)日本商環境設計家協会が、2005年以降毎年行って

いる協同事業で、展示会とシンポジウムを開催。

■デザイン・トリプレックス8 シンポジウム「ヨコタ・テ」

講師：横田 保生（サイン・デザイナー／（株）GKグラフィックス取締役）／定員100人(申込先着順)

◎申込締切：2012年2月19日(日)(定員になり次第締切)

◎申込方法：氏名(代表者名)・所属先・tel・e-mailを記入。「デザイントリプレックス8」事務局(FAX: 052-251-7666、e-mail: dda@kdps.ac.jp)。

ポイント

2月

講演会

会期 18:00~19:45(受付17:30~)

デザイン工房会場

休

1,000円料金

主催

共催＝ナディアパーク、後援＝中部デザイン団体協議会、名古屋市、名古屋商工会議所共催など

プレス問

一般問
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2012年2月21日（火）

シンポジウム「ヨコタ・テ」

デザイン・トリプレックス8［日本の空間デザイン ディスプレイ・サイン・商環境］

デザイン・トリプレックス8実行委員会(（社）日本ディスプレイデザイン協会中部・（社）日本サインデザイン協会・（社）日本商環境設計家協会)、(株)国際

デザインセンター

時間

中部のクリエーターがさまざまな「LOVE」をポスターで表現します。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

協賛＝中部デザイン団体協議会、協力＝セントラル画材（株）、鬼頭印刷（株）共催など

中部クリエーターズクラブ(担当：松井tel052-481-2810)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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2012年2月22日（水）~27日（月）

2012中部クリエーターズクラブポスター展�LOVE

中部クリエーターズクラブ

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。



2012年1月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年2月~5月）

産官学連携メガコミュニティイベント。今回のテーマは「都市」。PechaKucha Night（ぺちゃくちゃないと）はアストリッド・クライン氏とマーク・ダイサム氏（ク

ライン・ダイサム・アーキテクツ）が2003年に東京ではじめたイベントで、今では世界400都市以上で開催。20人のプレゼンターが、20枚の画像を20秒

ごとにスクリーンに映し出しながら自分のプロジェクトや思いを説明します。さまざまなジャンルの人がアイデアを分かち合いネットワークを広げることができ

る場、プレゼンテーションの前後に設けられたティーブレークなどで、プレゼンターと参加者、参加者と参加者などのさまざまな交流がうまれる、個性的なイ

ベントです。なごやを好きになる、なごやをPRする、クリエイティブ・シティズ・ネットワークの（UCCN）都市を知る、ユニークな活動を紹介する、人と出会うた

めのプラットフォームです。◎観覧参加申込は、氏名・住所・tel・fax・e-mail・人数をpechakucha@creative-nagoya.jpへ。定員300人。

ポイント

2月

講演会

会期 16:00~20:30（開場15:30~）

アートピアホール会場

休

無料（※但しドリンクチケットは有料：500円）料金

主催

共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2105プレス問

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2105一般問
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2012年2月23日(木)

PechaKucha Night 2012｜Creative Design City NAGOYA

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（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）、PKN

名古屋実行委員会

時間

「JAGDA新人賞展2011 大黒大悟・高田唯・天宅正」開催にあわせ、展覧会前夜、展示会場で受賞者によるプレトーク＋ミニパーティーを行います。旬の

デザイナーの作品とトークに触れられる、またとない機会です。

◎受賞者＝大黒大悟・高田唯・天宅正

※事前申込不要。当日参加可。

ポイント

2月

講演会

会期 19:00~20:30(開場18:30)

デザインギャラリー会場

休

無料料金

主催

共催＝(社)日本グラフィクデザイナー協会、協賛＝(株)日本デザインセンター、協力＝クリエイションギャラリーG8、(株)金羊社共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、(社)日本グラフィクデザイナー協会tel03-5770-7509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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2012年2月28日(火)

受賞者によるプレトーク＋ミニパーティー

JAGDA新人賞展2011 大黒大悟・高田唯・天宅正

（株）国際デザインセンター

時間

1978年に発足した社団法人日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)は、現在、会員数約2,800人を誇る日本最大規模のデザイン団体として、展覧会

やセミナーの開催、書籍の出版など、デザインによるコミュニケーション環境の向上のために様々な活動をおこなっています。JAGDA新人賞は、年鑑

『Graphic Design in Japan』出品者の中から、39歳以下の新鮮かつ作品の質の高いデザイナーに贈られるもの。同賞は1983年以降、デザイナーの登

竜門として、いまや第一線で活躍する86名のデザイナーを輩出し、デザイン・広告関係者の注目を集めています。29回目となる今回は、新人賞対象者

233名の中から大黒大悟・高田唯・天宅正の3名が選出。会場では、3名の受賞作品および近作を、ポスター・小型グラフィックを中心にご紹介します。展

示会前夜の2月28日(火)に受賞者によるプレトーク＋ミニパーティーを開催。

ポイント

2月・3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＝(社)日本グラフィクデザイナー協会、協賛＝(株)日本デザインセンター、協力＝クリエイションギャラリーG8、(株)金羊社共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、(社)日本グラフィクデザイナー協会tel03-5770-7509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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2012年2月29日(水)~3月5日(月)

JAGDA新人賞展2011 大黒大悟・高田唯・天宅正

（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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公益社団法人愛知建築士会名古屋北支部では2010年より「建築コンクール」を主催。過去2回のテーマ、「小さな建築」、「これも建築？」は、どちらも建築

のカテゴリーを広げることを求めたテーマでした。第3回建築コンクールのテーマは「幸せにする建築」（応募受付中/2012年3月21日応募締切必着）。本

展では、第1回、2回のコンクール作品とともに、2011年11月に早稲田大学で行われた「幸せにする建築」シンポジウムの映像も展示いたします。テーマに

秘められている建築の可能性を楽しんでください。

■関連企画/第3回建築コンクール「幸せにする建築」：詳細は、http://kenchiku-concours-758n.org/

ポイント

3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

共催など

公益社団法人愛知建築士会名古屋北支部tel052-931-6625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

13

2012年3月8日（木）~11日(日)(仮)

建築コンクール作品展ー建築の可能性を探るー

公益社団法人愛知建築士会名古屋北支部

時間

ポイント

3月

講演会

会期 14:00~16:00

プレゼンテーションルーム会場

休

料金

主催

共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2105プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105一般問

14

2012年3月10日(土)

シビックプライド・トークセッション（仮）

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（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

名古屋都市センターの「だがねランド」は子どもたちに「まち」について学んでもらうためのプログラム。今回はナディアパーク・アトリウムを会場に、子どもたち

と一緒に、多面体の性質を利用し身近な素材を工夫することで等身大のドーム型シェルターを作る、ワークショップを行う。東日本大震災から1年が経つこ

の時期に、遊びながら空間づくりを体験してもらうとともに、災害時に生きぬくためのヒントも学んでもらいたい。

ポイント

3月

講座

会期 13:30~16:30

アトリウム会場

休

無料（要事前申込）料金

主催

共催＝ナディアパーク共催など

名古屋都市センターだがねランドtel052-678-2208プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105一般問

15

2012年3月11日(日)

「飛び出せ、だがね」 作って学ぼう シェルタードーム

名古屋都市センター だがねランド、（株）国際デザインセンター

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。
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ポイント

3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

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

16

2012年3月21日(水)~26日(月)

韓紙、夢そして生命(仮)

時間

中部デザイン団体協議会（CCDO）では、加盟団体(15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6回CCDOデザインアオード受賞者の発表展。

ポイント

3月・4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

17

2012年3月28日(水)~4月2日(月)

第6回CCDOデザインアオード2011 受賞者発表展(仮)

中部デザイン団体協議会

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。


