1987

建設省告示[P資格制度発足

1995
３月
10月

設立発足(初代会長・藤田淑子)会員数250名
世界インテリアデ'ザイン会議IFI参加
イベント(百人一首、木のオフ'ジェ展)
イベント(平成悲母観音)鑑賞・講演会

1996
５月
6月
７月
10月
11月

第１回総会
96 ウイルあいち開館記念 IP作品展開催
京都祇園祭・織物文化館見学、セミナー
中村「稲本」研修見学会
ナディアバーク見学会

1997
２月
4月
５月
7月
9月
11月
11～1月

名古屋ドーム見学会
IP協会全国組織連絡会始まる

第２回総会
元気セミナー開催
名古屋港クルージング
文化財「建築物」保存と修復の世界・セミナー
IP試験受験講座開講以後毎年開催

1998
５月
６月
８月
12月

第３回総会
高山チャールズ・レニーマッキントシュ展見学
桑名六華苑・石取リ祭り見学
スケルトン賃貸について勉強会
IP資格試験問題集出版

1999
５月
８月
9月
11月

第４回総会
賛助会員/TOSO様勉強会
美濃市 うだつのある町並み 見学セミナー
JIPA全国大会in京都参加
賛助会員/川島織物販売様勉強会

2000
１月
3月
５月
８月
11月

理事役員選挙
第2代会長・田村悠氏就任

第５回総会
「室内インテリア空間」プレゼン勉強会
JIPA2000 全国大会in名古屋開催

2001
５月
７月
11月

第6回通常総会
インターネット・CAD勉強会
岡崎美術館・真福寺・八丁味噌等見学セミナー

2002
１月
2・4月
2月
3月
５月
6月
7・11月
8月
11月

理事役員選挙
渉外・交流委員会く新春会>星ヶ丘ボウル
「環境セミナー(1)〔2)」勉強会
「福祉・シックハウス研究会」委員会立上げ
賛助会員/中日ステンドアート様体験・勉強会
第3代会長・野田理吉氏就任

第１回CCDOデザインアオード
第７回通常総会

氏 受賞

「化学物質過敏症」勉強会
「環境セミナー」調湿建材勉強会
名古屋堀川 納涼川遊び
交流セミナー 多治見永保寺・美濃焼きロクロ体験
IPEC21東京ピックサイト開催、参加

2003
１月
５月
８月
10月
11月

渉外・交流委員会く新春会>星ヶ丘ボウル

第8回通常総会
三重高田派本山専修寺 保存改修工事見学
中部国際空港建築現場見学
中部・静岡IPジョイント交流会「三州足助屋敷」
賛助会員/サンゲツ様「シックハウス」勉強会

2004
１月
３月
５月
7月
10月
11月
11月

理事役員選挙
渉外・交流委員会く新春会>星ヶ丘ボウル
第4代会長・安藤清氏就任

第２回CCDOデザインアオード
第９回通常総会

氏 受賞

岐阜水道局金華山貯水場等見学セミナー
TOTO様福祉住環境セミナー
京都セキスイ納得工房見学、福祉セミナー
」APAN EXPO 2004 in ロスアンゼルス出展 /参加

2005
１月
２月
３月
５月

福祉環境委員会くミニ講演会>野田潤氏(会員)・日本オスモ様(賛助会員)
渉外・交流委員会〈新春会>星ヶ丘ボウル
福祉環境委員会く視察見学会>太陽の杜・ボチボチ長屋
第1回中部インテリアプランナー学生賞の表彰
(計9校(C1PIO周年を記に制定)
福祉環境委員会くミニ講演会> 宇賀敏夫氏(会員)・西脇利子氏(音楽療法士)
福祉環境委員会〈視察見学会>志段見循環型モデル住宅・デイサービス森林公園他
CIP10周年記念 第１０回通常総会・JIPA全国大会in名古屋 同時開催
大会会場：産業技術記念館、懇親会会場：三州足助村(宿泊) 翌日：愛知万博見学会

６月
７月
８月
９月
10月
１１月

新会員名簿 発刊
渉外・交流委員会 JAPAN EXPO 2005 in L.A 出展募集活動開始・見学ツアー準備
教育委員会 17年度IP試験受験申込書類頒布活動
福祉環境委員会くセミナー〉堀越哲美氏(会員)・チリウヒ一夕ー(株)
福祉環境委員会く視察見学会> 多治見サ二一サイドホスピタル他(特養・老健)
事業委員会 中部電力浜岡原子力発電所5号機塔見学会
福祉環境委員会く視察見学会〉 夢の住宅PAPI・デイサービス森林公園新築棟
第5回IPEC21 2005 開催(東京有明ビッグサイト)
教育委員会 インテリアパース講座開催(名古屋文化短期大学)
教育委員会 IP二次試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)3日
渉外・交流委員会 JAPAN EXPO 2005 in L..A. 参加・展示設営・見学ツアー実施
事業委員会 (社) 東海材料協会主催アスベスト対策講習会
福祉環境委員会〈視察見学会>デイサービス楽笑苑

2006
１月
２月
３月

渉外・交流委員会く新春会>星ヶ丘ボウル
理事役員選挙
福祉環境委員会くミニセミナー> 内藤和彦氏(会員)・松下電工(株)様(ショールーム見学)
第2回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計11校)

第３回CCDOデザインアオード
４月

5月
6月
7月
8月
10月
11月

氏 受賞

広報・情報委員会く座談会>「CIPのこれから」開催
福祉環境委員会くミニセミナー>石田勝美氏(会員)
国際交流委員会」APANEXPO2006inLA.
出展募集活動開始・見学ツアー準備
第11回通常総会開催
教育委員会17年度IP試験受験申込書類頒布活動
事業委員会く勉強会>中部電力様(賛助会員)「オール電化」
福祉環境委員会くセミナー>伊藤和子氏
福祉環境委員会く研修旅行>
京都町屋見学会・本能寺複合施設・大徳寺
教育委員会インテリアパース講座開催(名古屋文化短期大学)
教育委員会IP二次試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)3日
国際交流委員会 JAPAN EXPO 2006 in L A. 参加・展示設営見学ツアー実施
第6回 IPEC21 2006 開催(東京有明ビッグサイト)

2007
1月
2月

3月
５月
６月
9月
10月

１１月

渉外・交流委員会く新春会>星ヶ丘星ヶ丘ボウル
国際交流委員会
トリノデザインツアー(国際デザインセンター主催)参加
宇賀敏夫氏(会員)博士号取得 論文発表セミナーと祝賀会
広報・情報委員会く座談会>「あなたが残したいもの」開催
第3回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計12校)
事業委員会く見学会>カリモク家具ドマ一二名古屋ショールーム
第12回通常総会開催
有限責任中間法人日本インテリアプランナー協会
「JIPA第8回全国大会in九州」開催
渉外・交流委員会く岐阜交流セミナー>
杉原千畝記念館・1日八百津発電所・松茸パーティ
事業委員会くインテリア技術セミナー〉
堀越哲美氏(会員)・ピーエス(株)様
教育委員会インテリアパース講座開催(名古屋文化短期大学)
教育委員会 IP二次試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)3日間
第7回 IPEC21 2007 開催 (東京有明ビッグサイト)
国際交流委員会JAPAN EXPO 2007 in L.A ・参加・展示設営、見学ツアー実施

2008
１月
３月

新春会・名刺交換会星ヶ丘ボウルにて開催
理事役員選挙
第4回中部インテリアプランナー学生賞の表彰〔計10校)

第4回CCDOデザインアオード 肥田政晴氏 受賞
５月
６月
10月
１１月
12月

情報誌「CIPvol.17」発刊/特集「ムダ」
第13回通常総会開催
20年度IP試験受験申込み関係書類頒布活動、事務局にて案内頒布(郵送)
IP試験(設計製図〉対策講習会開催(名古屋文化短期大学にて)3日間
三重地区セミナー開催/関宿等見学とマツタケバーベキュー
インテリアパース講習会開催(名古屋文化短期大学)・IP試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)
インテリア見学会(システムキッチン八翔様ショールーム)開催
インテリア見学会(e一生活情報センター「デザインの間」)開催

2009
１月
３月
５月
６月
７月
10月
１１月

新春会・名刺交換会星ヶ丘ボウルにて開催
ヨーロッパ見本市見学ツアー①ドイツ・パノーバー(ドモテックス)②ドイツ・ケルン〔ケルン家具見本市)③フランス・パリノード〔メゾン・オブジェ)
第5回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計11校)
第14回通常総会開催、記念講演・堀越哲美氏r環境からみたまちづくりデザイン」
情報誌「⊂IPvo1.18」発刊/特集「伝える」
中部電力「デザインの間」にてCIPインテリア相談会開催
6/21・7/18・7/26・8/9・9/13。10/18。11/15・12/6・12/13・12/20
福祉環境委員会京都見学会/デイサービス2軒、町屋大工ざんのセミナー&ディスカッション紫織庵、新風館、下賀茂神社など見学町屋「胡乱座」に宿泊
インテリアパース講習会開催(名古屋文化短期大学)・IP試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)
福祉環境委員会見学会「ボンセジュールノ小牧」小牧市桃花台住宅型有料老人ホーム
静岡地区交流セミナー開催、マルホン様見学
IPEC21参加支援

2010
１月
２月
３月

ヨーロッパ見本市見学ツアー開催フランス・パリノード(メゾン・エ・オブジェ)
理事役員選挙
情報委員会座談会「こだわりについて」
第6回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計13校)
事業委員会/見学会(株)カヤバ・ショールーム(漆の家具・床)
座談会r15周年を迎えて」名誉会員、顧問、歴代会長に設立当初のお話および今後のqpのあり方など座談会形式で開催
仲春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
第5代会長・雨宮勇氏就任

第5回CCDOデザインアオード 大西珠美氏 受賞
５月
６月
８月
９月

JIPA2010全国大会 「JIPA in 奈良 1300」 開催
第15回通常総会開催記念講演/建築家・渡邊潤一氏『大工のものさし』今池ガスビル
情報誌「C1Pvol,19」発刊/特集「こだわり」「CIP15周年を迎えて」、福祉環境委員会報告
インテリアセミナー『素材と匠』第1回 「木の特性とすばらしさ」 ウッド久保田・久保田守仁氏/インテリア建新・馬淵勝之氏
フランスメゾン・エ・オブジェ研修ツアー開催
インテリアセミナー『素材と匠』第2回 「空間に命を吹き込むラッピング」 マイロード・稲垣行正氏
秋の岐阜交流セミナー「中山道太田宿」開催
インテリアパース講習会開催(名古屋文化短期大学)・IP試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)

１１月
12月

インテリアセミナー『素材と匠』第3回 「つなごう、つたえよう これからのデザインヘ」 名古屋学芸大学・草野圭一氏
インテリアセミナー『素材と匠』第4回 「多面体パーツで作る星形イルミネーションの世界 」椙山女学園大学・雨宮勇氏

2011
１月
２月
３月
６月
８月
９月
10月
１１月
12月

ドイツ見本市見学ツアー開催 ハイムテキスタイル・ドモテックス・ケルン家具見本市
新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
第7回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計12校)
教育委員会 関西IP協会との連絡会議 23年度IP試験受験用講座(学生対象)開講について(大阪)
インテリアセミナー『美しき日本』第1回 「萱葺きふき替えお披露目・お茶会」NPO法人ファミリー・シップ119機構・岡田正弘氏
国際交流委員会「着物とお茶を楽しむ会」結成/毎月第1土曜日(変更あり)
インテリアセミナー『美しき日本』第2回 「作手村の旧家で楽しむ、春の食と竹細工体験会」
第16回通常総会開催記念講演/春香堂・小川薫氏『香のおはなし』 (シリーズ『美しき日本』第3回)
情報誌「CIP vol.20」発刊/特集「素材と匠」・・・・・「学校快適構想委員会」活動報告
インテリアセミナー『美しき日本』第4回 「あなたの『美しい日本』は何ですか？」
インテリアセミナー『美しき日本』第5回 「2010インテリアプランナーアワード入選作品見学と覚王山の散策」竹中工務店・長谷川寛氏
インテリアパース講習会開催(名古屋文化短期大学)・IP試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)
国際交流委員会/ドイツ福祉施設訪問
インテリアセミナー『美しき日本』第6回 「和紙に親しむ」 和紙工芸作家加納恒氏・加納登茂美氏
インテリアセミナー『美しき日本』第7回 「日本のモノづくりの再生」 NPOメイドインジャパンプロジェクト・鶴田浩氏
JIPA全国大会 IN 宮島 （10名参加）
インテリアセミナー『美しき日本』第8回 「瀬戸で作陶・揚げたて天麩羅の忘年会」五山楽窯房・加藤益浩氏

2012
１月
３月

インテリアセミナー『美しき日本』 第9回「日本の伝統文化」/徳川美術館
新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
理事役員選挙
インテリアセミナー「美しき日本」第10回 「福祉施設見学と春の犬山お雛様巡リ」フェニックスグループ・長縄直子氏
第8回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計13校)

第６回CCDOデザインアオード 高須博明氏 受賞
６月
７月

９月
10月
１１月
12月

第17回通常総会開催記念講演/ 雅秀書道主幹・小川卓冶氏(雅号裕梯) 『インテリアと書』
情報誌「CIP vol.21」発刊/特集「美しき日本」、「JIPA全国大会1N宮島」
株式会社国際デザインセンター設立20周年記念事業
中部デザイン団体協議会(CCDO)の構成団体として、積極的に関わる(7～12月)
インテリアセミナー『これからのくらし』第1回 「窓から省エネ」 トーソー(株)名古屋ショールーム支店長・岡野健氏
IP試験対策全国ネットワーク会議 第1回（東京）
インテリアセミナー『これからのくらし』第2回 「ドイツの知恵」 日本オスモ(株)様中部営業所所長・島敬雄氏
インテリアセミナー『これからのくらし』第3回 「ドイツに学ぶ」 ルフトハンザドイツ航空会社様/ドイツ料理「Pilsen」
インテリアパース講習会開催(名古屋文化短期大学)・IP試験対策講習会開催(名古屋文化短期大学)
IP試験対策全国ネットワーク会議 第2回（大阪）
株式会社国際デザインセンター設立20周年記念事業/記念フォーラム・記念レセプション（大交流会) お茶倶楽部立礼
CCDO-1プロフェッショナル展一2なごや・キッズ・デザイン展一3学生の仕事展一4企業とデザイナーのパートナーシップ展
インテリアセミナー『これからのくらし』第4回 「グッドデザイン賞セミナー」UGAデザインプランニング・宇賀敏夫氏、黒河デザインプロダクツ・黒河優子氏

2013
１月
２月
３月

４月
５月
6月
９月
１０月
１１月
１２月

新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
IP試験対策全国ネットワーク会議 第3回（名古屋）
JIPA全国大会 IN 北海道
第9回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計13校)

「着物とお茶を楽しむ会」東山植物園内茶室にて茶会
「着物とお茶を楽しむ会」笹島学生会館にて茶会
新会員名簿 発刊（会員の作品も紹介）カラー刷
第18回通常定期総会／上製落雁菓子元祖 大黒屋本店/「落雁と、お菓子の文化」 おはなしと落雁づくり体験/店主 柘植達也氏
情報誌「CIP vol.22」発刊/特集「これからの暮らし」
フェイスブックの試験運用開始
インテリアセミナー「これからの暮らし」第1回『からかみを知り、からかみを装う』からかみ屋（有限会社柏彌紙店）尾関和成氏
IP試験対策講習会 インテリアパース２回 (名古屋文化短期大学)・設計製図２回 (名古屋文化短期大学)
賛助会員各社による「インテリア勉強会についてのアンケート」実施
秋の三重合同交流セミナー2013 IN 伊勢 「美し国」 インテリアセミナー「これからの暮らし」第2回
近鉄特急しまかぜ＝フランス料理ボンヴィヴァン＝伊勢神宮/外宮参拝＝星出館宿泊＝河崎散策＝伊勢神宮/内宮参拝
ＩＰ資格制度の見直し検討に関するＣＩＰ会員討論会/教育委員会主催
ミニ勉強会『ゼロから始める「Facebook」』 情報委員会主催

2014
１月

「着物とお茶を楽しむ会」新年茶会 三好ふるさと館

理事役員選挙
２月
３月

新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
第10回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計15校)
インテリアセミナー「これからの暮らし」第3回『これからの医療福祉施設について』㈱サンゲツ インテリアデザイン室 佐藤裕子氏
座談会『守る』 宮野秋彦・安藤清・雨宮勇

第７回CCDOデザインアオード 黒河優子氏 受賞
６月
９月
１０月
１２月

第19回通常定期総会／「インテリアプランナーの目指すべき視点」加藤和雄氏、黒河優子氏、安藤清氏、肥田政晴氏/椙山女学園大学
情報誌「CIP vol.23」発刊/特集「守る」
秋の岐阜合同交流セミナー「郡上・美濃」
インテリアデザインアワード2014 展示会＆デザイントーク＆コミュニケーションパーティ（JIDとの合同開催）国際デザインセンター４F
IP試験対策講座「設計製図」開催(名古屋デザイナー学院)

インテリアプランニングセミナー2014 第１回/ Y’S CASA STUDIO / 中村光宏氏

2015
２月

新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催

３月

第11回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計10校)

情報委員会「きてん」取材/リアルスタイル㈱ 鶴田浩氏

４月
5月
６月
９月
１０月

イタリア・インテリアデザインセミナー「ミラノサローネ」
インテリアプランニングセミナー2014 第2回/「家具を考える」 /カリモク家具㈱ショールーム/ナゼロ㈱ショールーム
ミラノサローネ視察旅行（4/16-21）
インテリアセミナー第1回「ミラノ・サローネ」報告会/イルポモドリーノ
第20回通常定期総会／「御釡師 加藤忠三朗の世界」十三代御釡師 加藤忠三朗氏/長久手文化の家
情報誌「CIP vol.24」発刊/特集「きてん」

パリ メゾン・エ・オブジェ 視察旅行（9/3-9）
インテリアセミナー第２回「パリ・デザインウイーク ２０１５ （パリで楽しむ小さな茶会）報告会」/リマージュ
IP試験対策講座「設計製図」開催(国際デザインセンター7F ラボ１０)

１１月
１２月
2016

秋のあいち合同交流セミナー「知多半田」
インテリアセミナー第３回 「イタリア家具プロメモリアと 最新インテリアトレンド」㈱ツカサディザインコマース 栄ショールーム

１月

理事役員選挙
新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催

３月

第８回CCDOデザインアオード 舟橋陽子氏 受賞
インテリアセミナー第４回 「JIPAインテリアプランニングアワード2014作品見学会 『HITOTOKI』」
第12回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計14校)

４月
５月
６月
８月
９月
10月
１１月
12月

インテリアセミナー第１回
JIPA2016 全国大会 IN
ミラノ・サローネ視察旅行
インテリアセミナー第２回

「色の見え方、感じ方」/ひとにやさしい色づかいをすすめる会 富永さかえ氏 /デザインセンター ラボ１０
CHUBU 広報のため全国IP協会へ訪問プレゼン（４月～６月）
（4/14-19）
「ミラノ・サローネ」報告会/ デザインセンター ラボ１０

第２１回通常定期総会／「美濃和紙、その魅力と可能性」株式会社松久永助紙店 深川幸泰氏/デザインセンター4F コード
情報誌「CIP vol.25」発刊/特集「祭り」

パリ メゾン・エ・オブジェ パリデザインウィーク参加 立礼点前披露
事務局を株式会社桜屋１Fからナディアパーク・デザインセンタービル7F デザインラボ２へ移転
JIPA2016 全国大会 IN CHUBU 全国から100名をおもてなし（10/8-9）
JIPA特別企画 美濃和紙あかりアート展に出品（２４点）
IP試験 「設計製図」対策講座開催(デザインセンター ラボ１０）
インテリアデザインアワード2016 展示会＆デザイントーク＆コミュニケーションパーティ（JIDとの合同開催）国際デザインセンター４F

金沢私立中村記念美術館内「耕雲庵」にて茶会
CIP名誉会員 宮野秋彦氏 ご逝去（９４歳）

2017
１月
２月
３月
６月
７月
９月

お茶クラブ 初釜 犬山如庵隣接「重要文化財正伝院書院」にて茶会
新春会・名刺交換会/星ヶ丘ボウルにて開催
第１３回中部インテリアプランナー学生賞の表彰(計11校)
IP試験 「学科」対策講座開催(デザインセンター４F・６F・１０F・椙山女学園大学）（3/25-6/3）
第22回通常定期総会／トークセッション「ワタシノインテリア」㈱サンゲツ・㈱ワーロン・㈱プリマヴェーラ・S-mick・株ツカサディザインコマース/㈱サンゲツ本社
インテリアセミナー第１回 福祉環境委員会「愛知育児園見学会」

パリ メゾン・エ・オブジェ見学ツアー

