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SCIS & ISIS 2006

募集案内

Joint 3rd International Conference

MITSUBISHI CHEMICAL

on Soft Computing and Intelligent

JUNIOR DESIGNER AWARD 2006

Systems and 7th International Sympo‑

将来有望な若手デザイナーの支援とデ

sium on advanced Intelligent Systems

ザイン振興を目的に、全国のデザイン

will be held as follows.

系学生の優れた卒業制作を表彰する

◆ DATE：September 20‑24, 2006

「MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER

◆ PLACE：O‑okayama Campus West
Bildg.9, Tokyo Institute of Tech‑

AWARD」の作品を募集します。
◆主催：MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR
◆分野：プロダクト、
グラフィック、
ファッ
ション、マルチメディア、パッケージ、

・たまび NEWS No.40、多摩美術大学、
2006
・KUMAGAI UPDATE Vol.56、株式会社熊
谷組、2006
・KUMAGAI UPDATE Vol.57、株式会社熊
谷組、2006
・好きです まえばし Vol.23、前橋市観
光協会
・グリーンコンベンション詩街〔前橋〕

nology, Tokyo, Japan
◆ SPONSOR：Japan SOciety for Fuzzy

DESIGNER AWARD 実行委員会

◆機関誌

Theory and intelligent informatics

Vol.45、財団法人前橋コンベンショ
ン・ビューロー

(SOFT)
◆ SCHEDULE：

デザイン研究などデザイン全般
◆応募資格：2006 年3月に国内のデザイ

会員の移動

Paper Submission Open:March 30,2006

ン系高等専門学校および 2 年制以上

Paper Submission Due:May 9,2006

◆平成17年度第六回理事会承認 2005.12.17

の専門学校、大学、大学院修士課程を

Author Notification:May 31,2006

* 入会:正会員 14 名

◆ DETAILS：

(内外国人 3 名)
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久美子

終えて卒業する学生の卒業制作
◆応募方法：事務局で用意する出品票

http://scis2006.cs.dm.u‑tokai.ac.jp/

能）に担当教授（先生）の推薦文を記

催し物

入し、卒業制作の写真または出力画
像を添付して事務局に送付。
◆審査基準：独創性、デザイン性、機能
性、実現性・経済性、社会への貢献
◆審査方法：審査員による第 1 次審査
（書類）、最終審査（実物）により決定
◆賞典：
大賞（1作品）トロフィーと賞金200万円
佳作（2 作品）トロフィーと賞金50万円

龍造寺

藤田嗣治展
◆期間：3 月 28 日（火）〜 5 月 21 日（日）
◆会場：東京国立近代美術館
http://www.momat.go.jp/
◆開館時間：午前 10 時〜午後 5 時（金曜
日は午後 8 時まで開館）、月曜休館
◆入場料：一般 1300 円、大学生 900 円、
高校生 500 円、中学生以下は無料

三菱化学賞（1 作品）トロフィーと賞
金 50 万円
審査員特別賞（10作品）各審査員の選
評入り盾
◆スケジュール：
応募開始

2006 年 2 月

応募締切

2006 年 6 月 30 日

審

2006 年 7 月〜 9 月

査

手塚貴晴 + 手塚由比展
◆期間：3 月 15 日（水)〜 5 月 20 日（土）
◆会場：ギャラリー・間
http://www.toto.co.jp/gallerma/
◆開館時間：午前 11 時〜午後 6 時（金曜
日のみ午後 7 時まで）
◆入場無料、日曜・月曜・祝日休館

邦昭

ZAFARMAND Seyed Javad
Arballo Martin Miguel
Sonya S.Kwak
* 退会:正会員 28 名、賛助会員 2 件
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表彰式（発表）2006 年 10 月〜 11 月

増山

和夫

松井

孝晏

◆問合せ先：MITSUBISHI CHEMICAL JUN‑

村上

祥子

山縣

里枝子

山本

清

弓矢

将成

IOR DESIGNER AWARD 事務局

献本御礼

担当：

鹿島、駒崎

◆寄贈図書

TEL：03‑5575‑3226 FAX：03‑5575‑3222

・社会は僕らの教室だ、東北芸術工科大

ペンタックス（株）

詳細は下記 URL をご参照ください。

学全国高等学校デザイン選手権大会

コニカミノルタテクノロジーセン

http://www.m‑kagaku.co.jp/

開催委員会、河北新報出版センター

ター（株）
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