Tokyo Midtown Design Hub
Special Exhibition:

- CRAFT NEXT THE 58th

JAPAN CRAFTS EXHIBITION

東京ミッドタウン・デザインハブ特別展

第58回 日本クラフト展

クラフトNEXT
2019.1. 6.SUN
14.MON
holiday

入場無料 ＊ 会期中無休
open everyday ＊ admission free

経済産業大臣賞・日本クラフト大賞
柳 建太郎「 Wind Pleasure Land 」

● 主催：公益社団法人 日本クラフトデザイ

ン協会 ● 共催：東京ミッドタウン・デザ
インハブ ● 後援：経済産業省／文化庁
／ 公 益 財 団 法 人 日本デ ザイン振 興 会 ／
毎日新聞社 ／ ＮＨＫ ／工 芸 都 市 高 岡クラ
フトコンペ実行委員会 ● 協賛：公立大学
法人 長岡造形大学／福島県織物同業会／
株式会社カカム／栄木正敏デザイン研究所

開場時間
11 時～19 時（最終日は17時まで）

Open : 11am ‒ 7pm（ 5pm on the last day ）

会場
東京ミッドタウン・デザインハブ

Venue : Tokyo Midtown Design Hub

❶ 都営地下鉄大江戸線 ｢六本木駅｣ 8番出口より直結
この事業は、競輪の補助を受けて実施します

❷ 東京メトロ日比谷線 ｢六本木駅｣ 地下通路にて直結
❸ 東京メトロ千代田線 ｢乃木坂駅｣ 3番出口より徒歩約8分

（Midtown Tower 5F）
東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 5F

TEL 03-6743-3776
http : //www.designhub.jp/
info@designhub.jp

− クラフトNEXT −
第58回 日本クラフト展

東京ミッドタウン・デザインハブ特別展

イベント&ワークショップ情報

受賞者
インタビュー
1月6 日（日）

第58回日本クラフト展は、全国から公募された一般・学生の入選作

品と、JCDA会員作品によるクラフトの展覧会です。陶磁・木・漆・竹・

ガラス・金属・ジュエリー・テキスタイルなど、素材を活かし高度な

技と感性によって作られた作品は、現在の生活スタイルを提案します。

会場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（ミッドタウン・タワー 5F）

第58回日本クラフト展 − クラフトNEXT −
の経済産業大臣賞・日本クラフト大賞はじめ、
各賞の受賞者に審査員がインタビューしま
す。また、賞候補となった作品も紹介します。

14:00～15:30

JCDA会 員の作 品が 3日間だけ30％oﬀで
並びます。その売上の一部を「毎日希望奨
学金」に寄付します。

チャリティー
マーケット
1月7 日（月）
14:30～18:30

1月8 日（火）

&

11:30～18:30

&

1月9 日（水）
11:30～16:00

● チャリティーマーケット期間中、
「 静岡茶BAR」ブースにて静岡県内有名茶

産地のお茶をサービスいたします。
（協力：静岡県茶商工業協同組合）

親子ふれあい
ワークショップ
優秀賞／布下 翔碁
地層の記憶

毎日新聞社賞／中村 良志乃
Ireko

1月12 日（土）

〈午前の部〉

10:30～12:30

〈午後の部〉

14:00～16:00

「裂き織り匂い袋」

裂き織りは資源を大切に想う人々の心から生

まれ育まれてきたリサイクルの文化です。
大事に使われてきた着物から小さな匂い袋
をつくります。
着物が布から糸になり、また形あるものへと
変化する過程を体験しましょう。
講

師：JCDA 会員

お 話：猪坂 周一（全国裂織協会事務局長）
定

員：各回 親子 15 組 30 名

●12 月 25 日まで先着順・定員になり次第締め切り

招待審査員賞／唐澤昌宏賞
中里 浩子
はなのうつわ

招待審査員賞／小泉 誠賞
佐野 猛
Y氏邸・Ｍ氏邸・Ｓ氏邸

参加費：1 組 1,500 円
（2 人分の材料費を含む・当日払）
持ち物：エプロン
（または
汚れてもよい服）、
マスク
（必要な方
・布を裂く作業が
あります）、ハサ
ミ（１人１本）

招待審査員賞／三潴末雄賞
岡田 敏幸
うさぎのネックレス

申し込みは JCDA ホームページから、または JCDA 事務局まで
U35賞／鈴木 大樹
萌し

学生賞／大森 桂子
かば

テクニカル
セミナー
1月13 日（日）

〈午前の部〉

10:30～12:30

奨励賞／奥川 真以子
Maron Fleur

奨励賞／小澤 一也
U / Object_Post

奨励賞／工藤 麻衣
奨励賞／齋藤 弘茂
“wind”“strawberry tea” えび・皿

〈午後の分〉

14:00～16:00

「磨いてみよう、500万年の歴史を」
自然の神秘である埋れ木（うもれぎ）や美し
い木目の黒柿。
それらの端材を７種類のサンドペーパーで磨
いていく、渋み溢れるワークショップです。
希望者にはペンダント用の穴を開けます。
講
定

師：JCDA 会員
員：各回 20 名

●12 月 25 日まで先着順・

定員になり次第締め切り

参加費：1,500 円（当日払）
持ち物：ウエス
（古いタオルなど）、
エプロン、マスク
奨励賞／鹿田 洋介
波残

奨励賞／平山日用品店
パトルスツール

奨励賞／細矢 恒義
さざなみ

奨励賞／宮﨑 瑞土
星の詩

● 素材別作品解説（於：日本クラフト展会場）※当日自由参加

6 日（日）
7 日（月）
8 日（火）
9 日（水）

11：40 ～ 12：00

13：00 ～ 13：20

ガラス

金属

テキスタイル

漆

ジュエリー

陶磁

−

木

申し込みは JCDA ホームページから、または JCDA 事務局まで

● 申し込み及びお問合せ先／JCDA事務局

