
2019年6月14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6月〜9月）

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）

■応募締切：6月17日（月）必着

■応募要項・詳細・お申し込み：www.idcn.jp/design_support/advice

ポイント

5月〜6月

その他

会期

会場

休

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）料金

主催

共催など

事務局：(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104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
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募集期間：2019年5月1日(水)〜6月17日(月)

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

名古屋市市民経済局産業部産業労働課

時間

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/

ポイント

6月

審査会

会期 9：30〜17：30(予定)

デザインギャラリー、セミナールーム1、3会場

休

無料料金

主催

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

共催など

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp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
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2019年6月6日(木)

AICHI AD AWARDS 2019 審査会

(一社)愛知広告協会

時間

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)■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)■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

ポイント

6月、7月

講座

会期 ①13:00〜②15:00〜

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500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、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com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
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2019年6月22日(土)、7月13日(土)

着物生地でつくる丸織りブローチ

naonao ワークショップ

naonao

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6月14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6月〜9月）

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。

■定員：100人（※定員になり次第締切）■応募方法：お名前、所属団体（会社名/学校名）、tel、e-mail、同伴者名を記載し応募■応募先：申込専用

フォームwww.ccdo.info/register、fax052-241-2555

ポイント

6月

講演会

会期 16:00〜17:45

セミナールーム3会場

休

無料料金

主催

協賛＝(株)国際デザインセンター共催など

中部デザイン団体協議会事務局tel052-238-6036、fax052-238-6037、30th@ccdo.infoプレス問

中部デザイン団体協議会事務局tel052-238-6036、fax052-238-6037、30th@ccdo.info一般問
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2019年6月29日(土)

リレートーク「社会とつながるデザイン」総括セミナー

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年記念

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉創立30周年事業推進委員会

時間

名古屋市会が1989年に発した「デザイン都市宣言」から今年で30年。この機会をとらえ、「デザイン都市なごや」のデザインの歩みを振り返るポスター展

を開催。国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会（CCDO）が所有するポスター約80点を中心に、CCDOの構成団体、デザイナーらの作品を合わ

せ、一堂に展示。

ポイント

7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＝（株）国際デザインセンター共催など

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

中部デザイン団体協議会事務局tel052-238-6036、fax052-238-6037、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7月3日(水)〜8日(月)

ポスターからみるデザイン都市なごやのデザインの歩み（仮称）

中部デザイン団体協議会

時間

小林賢太郎（劇作家／パフォーマー）が今までに出版した小説、漫画、戯曲集など、「本」をテーマにした展示（デザインギャラリー）とライブイベント(デザイ

ンホール)が開催されます。「本」展では、原稿や原画、キャラクターの構想スケッチなどのメイキング資料を展示。現在講談社イブニングで連載中の漫画

「ハナウサシリシリ」の、これから掲載される原稿の先行展示も。特設ショップではオリジナルグッズなどの販売も行われます。

■「本」公演〜絵本と漫画と短編小説の、読み聞かせとメイキング話〜＝7月19日(金)・20日(土)、デザインホール、出演：小林賢太郎、辻本耕志、料金：

5,000円(全席指定・税込)、6月15日(土)10:00〜イープラスにて発売開始

ポイント

7月

展覧会

会期 11:00〜19:00(最終入場は18:30まで)

デザインギャラリー会場

休

500円(税込/当日券のみ/当日中は再入場可能/未就学児のご入場不可)料金

主催

共催など

(株)中京テレビ事業tel052-588-4477（平日10:00〜17:00）プレス問

(株)中京テレビ事業tel052-588-4477（平日10:00〜17:00）、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7月11日(木)〜21日(日)

小林賢太郎の「本」展

〜絵本と漫画と短編小説の、原画と原稿とメイキング資料〜

(株)中京テレビ事業

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6月14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6月〜9月）

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。

ポイント

7月

審査会

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、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

共催など

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp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、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

7

2019年7月24日(水)〜29日（月）

AICHI AD AWARDS 2019 優秀広告作品展

(一社)愛知広告協会

時間

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(7月24日〜9月2日)「Manu Mobiles」がワークショップを開催。Manu Mobilesセレクト

の10種類以上のキャラクターからお好きなモチーフを4つまで選び、オリジナルのモビールを制作します。■指導クリエイター：今井 淳二郎(Manu

Mobiles)■要事前申込(受付開始：7月12(金)11:30〜※定員になり次第締切)■定員：先着各回4人（※5歳以下のお子様は保護者同伴）■応募方法：

参加希望日時・制作個数・お名前・年齢・電話・e-mailを記入し、応募。■申込先：クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、fax052-265

-2107

ポイント

7月

講座

会期 ①11:00〜②13:00〜③14:00〜④15:00〜(各回約30分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点1,080円〜2,160円（パーツ数により異なる）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、fax052-265-2107、Manu Mobiles tel052-740-3382、musubu@manumobiles.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、fax052-265-2107、Manu Mobiles tel052-740-3382、musubu@manumobiles.com一般問

8

2019年7月27日(土)、28日(土)

えらべるモビールキット

Manu Mobiles ワークショップ

Manu Mobiles

時間

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、12期継続出店の「SAWAKO KATAOKA」が、ペットの写真、お子様やご自身が描いた絵を形にしたブローチを作る

ワークショップを開催。クリエイターが事前にいただいた画像の形に真鍮板を切り、当日はやすりがけ、刻印(10打まで)をほどこし、金具を付けて完成させ

ます。■指導クリエイター：片岡佐和子(SAWAKO KATAOKA)■定員：先着で各回5人※小学生のお子様は保護者同伴■締切：8月16日（金）■応募方

法：お名前、tel、e-mail、希望日時、人数を記載し、ご希望の画像を添付し応募■応募先：SAWAKO KATAOKA e-mail：sawakokataoka.

accessory@gmail.com

ポイント

8月

講座

会期 ①12:30〜 ②14:30〜 ③16:30〜 (各回60分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点2,000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、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com一般問
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2019年8月18日(日)

自分だけの形でつくる真鍮ブローチ

SAWAKO KATAOKA ワークショップ

SAWAKO KATAOKA

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6月14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6月〜9月）

Japan Balloon Artists Network (JBAN)コンベンションは、バルーンアーティスト間のネットワークの強化、バルーン業界全体の活性化のための技術向

上への貢献を目的に、JBANが毎年開催している国内最大級のバルーンイベントで、講師によるセミナーやコンテスト、ファッションショー、ライブパフォーマ

ンス、子供向けのワークショップ、バルーンマーケットなどが開催されます。

※詳細は23rd JBAN コンベンション NAGOYA 2019公式サイトをご覧ください。

ポイント

8月

イベント

会期 8:30〜20:30(21日は21:00まで※会場により異なる)

デザインギャラリー、デザインホール、アトリウム、セミナールーム 1・2・3、東急ホテル 3階 ヴェルサイユの間会場

無休休

料金

主催

スポンサー＝Qualatex （Pioneer Balloon Company）、エスエージーバルーンズ(株)、東京リボン(株)、(株)ライオンゴム、トーテックス(株)、泰豊トレー

ディング(株)、Conwin Carbonic Co、CLICK-CLIK、SilverRAINBOW、(株)サンレモンウイング、GIAB、Rouse International、宝興産(株)

共催など

JBAN事務局tel03-5753-8363、fax03-5753-8366プレス問

JBAN事務局tel03-5753-8363、fax03-5753-8366一般問

10

2019年8月20日(火)〜21日(水)

バルーンフェスティバル/23rd JBAN コンベンション

全国・海外から集まるバルーンアーティストの作品を見る・体感できる2日間

主催＝Japan Balloon Artists Network (JBAN)、運営＝23rd JBAN コンベンション 2019 in Nagoya実行委員会（Atelier Sen、Up Stone Balloon、Snowdrop Balloon、Smile factory、(有)梯参 バニーズバルーンファクトリー、(株)ニコフィーバルーンパーク、BALLOON ART & GIFT ARISA、Balloon

Art Powerful Gorilla、(株)バルーン・アート・プランニング、Balloon Design Studio uku、Balloon Float、PARTY BALLOON、(株)風車 BalloonMoMo、風船工房未来、(株)BRAVO）

時間

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

8月〜9月

展覧会

会期 11:00〜19:00

デザインギャラリー会場

毎週火曜休

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

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8月24日(土)〜9月22日(日)

IdcNコレクションシリーズvol.24(仮称)

(株)国際デザインセンター

時間

さまざまなジャンルのデザイナーやイラストレーター、アーティスト、カメラマンなどがデジタルの時代に超アナログの写真機「針穴写真機（ピンホールカメ

ラ）」を創り、そのカメラで撮影した個性あふれる写真と共に展示します。

昨今のデジタルの進化には目を見張るものがありますが、作る楽しみ、撮る楽しみ、写真が出来上がってきた時の楽しみといった、手づくり写真機特有の

廻りの雰囲気や空気をレンズ代わりとして撮影した写真で、デジタルでは味わえない超アナログ写真の世界をご堪能ください。

ポイント

9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

針穴写真機展実行委員会事務局(担当：青木泰広)tel0562-95-1915、fax0562-77-0748、y18a2craft_aoki@me.ccnw.ne.jp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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2019年9月25日(水)〜30日(月)

手づくり針穴写真機とその写真展vol.16（仮称）

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 16

針穴写真機展実行委員会、（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。


