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デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）は、デザインを人々の日常生活に採り入れ、よ

り豊かに生きることを提案しています。またデザインやアートの持つ、既成概念にとらわれない自

由な視点で、多種多様な人々の交流から生まれるアイデアや工夫により、社会的な問題を解決して

いく、＋クリエイティブという手法を実践するプログラムを開催しています。

2014 年 3 月開催の催事をご案内いたしますので、取材や掲載のご協力いただけますよう、何卒よろ

しくお願い申しあげます。

「Found MUJI 神戸 リサーチ編 MUJI+クリエイティブゼミ 成果発表展」

2014/3/1 (土)-30(日) 11:00-19:00 / 会場 1F MUJI+クリエイティブスタジオ
入場無料・申込不要 / 主催 デザイン・クリエイティブセンター神戸 / 月曜休館

KIITO は、無印良品をプロジェクトパートナーとして、2012 年のオープン時より、デザインによる新たな価値

創造をめざし、防災、環境、福祉、教育、まちづくりなど、様々な社会的課題に対して「+ クリエイティブ」

の視点で研究開発を行っています。「MUJI+クリエイティブスタジオ」はその拠点として無印良品のデザイナー

が在室し、一部をギャラリースペースとして公開しています。

このMUJI+クリエイティブスタジオでは、2013 年の 2 月から 12 月まで MUJI+ クリエイティブゼミ「Found 

MUJI 神戸」を開催しました。このゼミは、無印良品が行う、各地域に残る特色や文化を現代生活に採り入れ、

楽しみ、そして次の世代に継承するプロジェクト「Found MUJI」を、神戸をフィールドとして実施した試みです。

本展では、約 1 年間の活動の中で、年齢、職業、出身もさまざまなメンバーが集まり、それぞれの視点から神

戸のまちを見つめてきたことで出会ったものやことを、その背景とともにご覧いただきます。

また、本展で扱ったアイテムの一部は、2014 年の夏頃、無印良品の店舗で販売する予定です。



MUJI+クリエイティブゼミ 特別レクチャー vol.4

「無印良品の企画開発～インハウスデザイナーの仕事～」

2014/2/28(金) 18:00-19:30 / 会場 3F 303
参加無料・要申込 / 定員 80 名（先着順）
講師　高橋孝治（株式会社良品計画 生活雑貨部企画デザイン室／MUJI＋クリエイティブスタジオ）
主催 デザイン・クリエイティブセンター神戸、神戸商工会議所

2005 年より無印良品の社内デザイナーとして、生活雑貨の企画開発に携わり、また KIITO での MUJI+ クリエ

イティブゼミ「Found MUJI 神戸」の講師も務める高橋孝治氏を迎え、社内外の様々な人と関わりの中で生ま

れる無印良品のものづくりのプロセスや、KIITO で実践されてきたこと、そして、2014 年 3 月 1 日（土）から

はじまる「Found MUJI 神戸 リサーチ編 ～ MUJI+ クリエイティブゼミ 成果発表展～」に至るまでのリサー

チのプロセスなどについてお話しいただきます。

●交流会｜19:30-20:30｜1F KIITO CAFE｜参加 無料（申込不要）※ドリンク・フードはキャッシュオン

レクチャー終了後には「Found MUJI 神戸」のメンバーが加わり、交流会を開催します。

●成果発表展プレオープン｜17:00-21:00｜1F MUJI+ クリエイティブスタジオ

3 月 1 日（土）よりはじまる成果発表展をひと足お先にご覧いただけます。

高橋 孝治（たかはし こうじ）／ プロダクトデザイナー
1980 年大分県生まれ。2004 年多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザインコース卒業。2005 年より株式会社良品計画生
活雑貨部企画デザイン室に勤務し、無印良品の生活雑貨の企画開発、防災プロジェクト「いつものもしも」の企画開発を行う。
2012 年より、KIITOに開設された、MUJI＋クリエイティブスタジオの企画運営を兼務。フリーランスとしても活動中。
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「Found MUJI 神戸 リサーチ編」 関連プログラム



オープン KIITO

2014/3/22 (土) 13:00-18:00 / 会場 デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
参加無料・申込不要 / 主催 デザイン・クリエイティブセンター神戸

KIITO をより広く市民に知って頂く機会として、館内を特別に紹介する「オープン KIITO」を今年も開催いた

します。まだまだ知られざる一面が潜んでいる広い建物ですが、館内で活動 (入居 ) しているクリエイターのス

タジオ見学、ワークショップや特別ゲストと巡る館内ツアーなど、館内全体を通して KIITO の魅力を発見でき

る 1 日です。最後には交流会も予定しており、入居しているクリエイターと市民の交流の場とします。

1、 オープンスタジオ｜13:00-18:00
日頃、なかなか踏み入れる機会のないクリエイターのスタジオ「クリエイティブラボ」を一般公開。扉から内

装まで見どころ満載の個性あふれるスタジオを自由に見学できます。また、スタジオ内では、ラボ入居者によ

るワークショップも実施します。

2、 KIITOツアー
KIITO の建物にゆかりのあるゲストを招いてのツアーを開催します。( 各回 40 分程度 )

●KIITO ツアー 1｜13:00-13:40

神戸フィルムオフィスが紹介する「映画ロケスポットめぐり」

様々な映画のロケ地として利用されてきた館内を、映画『マイ・バック・ページ』（2011）の担当者と一緒に

巡ります。

●KIITO ツアー2｜15:00-15:40

元検査所勤務・宮垣さんに聞く「生糸検査機器の使い方」

神戸生糸検査所時代 (-2008 年 ) に検査員として勤めていた宮垣貴美代氏に、検査機器の使い方や当時の様子を

伺います。

●KIITO ツアー3｜17:00-17:40

ひょうごヘリテージ機構メンバーと巡る「建築と歴史を知る KIITO ものがたり」

約築 90 年になる KIITO の建物を、歴史を紐解きながらその佇まいや魅力を見ていきます。
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プログラム内容



3、 そのほかの館内プログラム
● 写真家・小林さんによるトーク「KIITO の建物の魅力」｜13:45-14:45｜2F ギャラリー C
「工場ディスカバリー」「廃墟ディスカバリー」などの写真集で人気を博する写真家の小林哲朗氏に、

作品紹介をして頂きながら KIITO の建物の魅力についてもお話しいただきます。

また、トーク以外の時間は、小林さんのこれまでの作品をプロジェクション上映します。

● KIITO 副センター長・永田宏和が熱く語る「＋クリエイティブと KIITO」｜13:00-18:00
　｜1F KIITO CAFE

「＋クリエイティブ」をキーワードに、KIITO の日頃の活動について副センター長から直接話が聞けます。

● 神戸市職員に聞く「港都神戸 グランドデザイン」｜14:00-14:20/15:40-16:00/16:40-17:00
　｜2F 生糸検査所ギャラリー

KIITO が位置する神戸の象徴・港 ( 沿岸部 ) が、今後どのようなグランドデザインが成されていくか、神戸市

の方に詳しくお話し頂きます。

● 濱口竜介監督作品上映｜13:00-18:00
「KIITO アーティスト・イン・レジデンス 2013」の招聘作家である映画監督・濱口竜介氏の監督作品の中から

セレクトして上映します。

● フリーペーパー + ZINE ミニフェス｜13:00-18:00｜2F ライブラリ
ONLY FREE PAPER（東京）、納屋工房（姫路）による、KIITO のためにセレクトされたフリーペーパーと

ZINE（少量印刷の小冊子）が並びます。 

● 交流パーティー｜18:00-20:00｜KIITO CAFE
イベント終了後に交流会を開催します。ラボ入居者や特別ゲスト、初めて KIITO に訪れた人も自由に参加でる

交流会です。（参加無料）

その他、神戸を拠点に社会とアートを繋ぐ様々な活動を行なう組織・芸術と計画会議（C.A.P.）が、世界のビー

ルを提供する「Slit bar」を出店。あわせて神戸で人気のパンの販売も実施します。

また、当日は、KIITO サポーターがインフォメーションに立ち、サポーターだから知っている「KIITO おすす

めポイント」を参加者たちに伝え、より「オープン KIITO」を楽しむためのサポートをしてくれます。
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子育て支援パワーアッププロジェクト「kiiro project」スタート！

2014/3/9(日) 11:00-16:00
会場 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ SOUTH MALL 1F 特設会場
　　　  神戸市中央区東川崎町 1-7-2 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ

参加無料・申込不要
主催 kiiro project、デザイン・クリエイティブセンター神戸、神戸市
協力 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ、和光堂株式会社、NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス

KIITO の + クリエイティブゼミ vol.4 子育て支援編「子育て支援」パワーアッププロジェクトの参加メンバー

の提案をきっかけに生まれたプロジェクト。

プロジェクト名の kiiro とは、「子育てに関する色々なところと色々な世代が一緒に連携するお皿」の頭文字を

とったものです。このプロジェクトでは、ゼミ参加者を中心としたメンバーで子育て支援をテーマとしたプロ

グラムを実践することで、各活動団体間のネットワークや地域との連携を深め、既にある子育て支援の情報を、

しっかりと子育て世代に伝えていく事を目的とします。

今回、キックオフイベントとして神戸ハーバーランドｕｍｉｅ様に協力いただき、施設内特設会場で、「kiiro 

festa」を開催します。
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情報発信
チラシコーナー

地域の子育て支援の
情報をしっかりと提供

こいのぼりの広場
・楽しさを演出
・子育て情報を収集

昔あそびコーナー
・地域からプログラム
  を持ってくる
・地域間の情報交換の場

全力ラジオ
・世代間での子育て
  情報の共有
・子育て世代に向けての
  メッセージ

子育て世代に限らず、商業施設を訪れるさまざまな方に、
子育て支援の情報を知ってもらう機会を生み出す

プラットフォーム (人材のネットワーク、実践の場 )

子育てに関する色々なところと色々な世代が一緒に連携するお皿

●kiiro festa のイベント構成イメージ



1、情報発信チラシコーナー
神戸市内各区の子育て支援情報チラシなどを子育て世代がよりほ

しい情報を手に取れるよう、ニーズのあるキーワードを見出しと

して付けるなどの工夫をし、kiiro project オリジナルラックで会

場内に配架。また、子育て支援情報に詳しいプロジェクトメンバー

が子育て支援情報コンシェルジュとして、来場者にあった情報を

提供します。

2、こいのぼりの広場
小さな黄色いこいのぼりを親子でつくり、そこに「ベビーカーで

入りやすくランチができるお店」や「ここには授乳室があるよ」

などの、自分のおすすめ子育て支援豆知識を書きこみます。つくっ

たミニこいのぼりは神戸の地図が書かれた土台に置いてもらい、

来場者同士で知識の共有をできるようにします。

3、全力ラジオ生放送
ゼミから生まれたアイデアの一つ。子育てに携わる人たちの「ほっ

とする場所」「ほっとする時間」を提供できるよう、メンバーが気

になるゲストにインタビューし、「小さいころどんな子どもだった

か」などといった話を聞いていきます。今回のイベントでは、公

開インタビューを実施します。

4、昔あそびコーナー
日頃、児童館などで昔あそびを伝承している地域プロを招き、け

ん玉やメンコ、あやとりといった昔あそびを体験できるコーナー

を設けます。子どもと一緒にあそべる昔あそびをまずは大人に知っ

てもらいます。

※プログラム内容については、変更する場合があります。

催事の申込みはウェブサイトにて 2/14(火) 14:00 より開始します。

お問い合わせ：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）広報担当

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 TEL 078-325-2235 FAX 078-325-2230

開館時間 11:00-19:00 入館料無料　休館日 月曜日　info@kiito.jp http://kiito.jp/
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プログラム内容

情報発信チラシコーナー オリジナルラックイメージ

こいのぼり広場 ミニこいのぼりイメージ

全力ラジオ ホームページ


