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2011年12月に実施される金沢21世紀美術館主催の催しについてお知らせいたします。
各催しの告知を貴媒体でお願いするとともに、当日の模様などを報道していただければ幸いです。各事業の詳細については決ま
り次第随時お知らせいたします。

開催中の展覧会
モニーク・フリードマン展

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

キュレーターによるギャラリーツアー
展覧会の魅力を担当キュレーターがご紹介します。
日時＝12月17日（土）14：00〜14：30

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要）

絵本を読もう
絵本を読んだあと、キュレーターといっしょに作品を見に行きましょう。
日時＝12月17日（土）11:00〜11:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前
料金＝無料

対象＝子どもから大人まで

押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹
『自画大絶賛（仮）』

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

部活：3日間連続ワークショップ
押忍！手芸部の主要な活動である「部活」を展示室内で開催。
「自画大絶賛」を体験できる貴重な機会です。
3日間連続でご参加ください。内容は当日部長が発表、毎シーズン異なります。
★シーズン1：12月16日（金）17日（土）18日（日）
★シーズン2：12月23日（金・祝）24日（土）25日（日）
★シーズン3：3月16日（金）17日（土）18日（日）
1日目は18：00開始、2、3日目は14：00開始。各回1時間半程度（各シーズン共通）
※ 各シーズンとも3日間連続のプログラムとなります。
会場＝金沢21世紀美術館

展覧会場内・部室

対象＝大人、大人と子ども（はさみを使えること）

定員＝50人（申込先着順） 持ち物＝はさみ（布や糸を切ります）、部費
部費＝1人3900(サンキュー)円（3回分の材料費込）※友の会会員＝3400円
申込方法＝当館WEBサイトのお申し込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。
※お申し込み方法などの詳細は各シーズンのリンク先詳細ページをご覧ください。

サイレント・エコー コレクション展 II
ギャラリー・トーク
担当＝村田(キュレーター)、吉備(エデュケーター)
日時＝12月10日（土）14：00開始

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前

料金＝無料（ただし、当日の本展観覧券が必要）

本資料に関する
お問い合わせ

広報担当： 黒田、落合
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2806
http://www.kanazawa21.jp
E-mail: press@kanazawa21.jp

開催中〜
2012年4月8日（日）
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開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

ピーター・マクドナルド： 訪問者
「サロン」
会場＝長期インスタレーションルーム、他

料金＝無料

展示内容＝絵画13点、ドローイング25点展示

「ディスコ」
会場＝展示室13、他 料金=当日の特別展もしくはコレクション展の観覧券でご覧いただけます。
※金沢能楽美術館外壁にも新作「金沢能楽美術館の窓」を11月30日(水)より展示しています。

ワークショップ「ほかのあたまほかのからだ」
ほかのあたまをつくろう！
日時＝12月10日（土）14：00〜16：00、18日（土）10：00〜12：00

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前

対象＝小学生（小学2年生以下は保護者同伴でご参加ください）
定員＝10組（定員に達し次第締め切ります）
参加費＝無料（ただし、当日の特別展もしくはコレクション展チケットが必要）
※要電話申込（076-220-2801）

Home Disco
本展覧会のために結成された北陸DJのショーケース・プロジェクト「Home Disco」。
日時・出演＝12月4日(日) s.mas & 大根田厚、
11(日) anadub / emirio / comboi、18(日) Kaz & Tama (3SHINE)
25(日) Toru a.k.a. Mr. Mellow / Masayoshi Enjoh / Takashi Miyanishi
全て13:30〜16:00頃（予定）
会場＝金沢21世紀美術館 展示室13

料金＝当日のコレクション展チケット

スクロール・ストーリー
ピーター・マクドナルドによる「能」をモチーフとした作品の特別展示を金沢能楽美術館で開催中。
日時＝10月1日（土）〜2012年3月20日（火・祝） 10:00〜18:00（入館は17:30まで）
会場＝金沢能楽美術館
料金＝一般300円、65才以上200円、団体（20名以上）250円、高校生以下無料
主催＝金沢能楽美術館、金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］
お問い合わせ＝金沢能楽美術館

Tel: 076-220-2790

Shipping Salon
4月30日より「手紙をください」というメッセージとともに、来場者から手紙を募ってきました。
「サロン」展示室出口横の
ポストに投函された手紙は、ピーター・マクドナルドに届けられ、マクドナルドが返事を描きました。その一部を公開して
います。
期間=11月29日(火)〜2012年3月20日(火・祝)
会場=金沢21世紀美術館

長期インスタレーションルーム

料金=無料

ベトナム絹絵画家 グエン・ファン・チャン
絵画修復プロジェクト展

開催中〜
2012年2月12日（日）
デザインギャラリー

ベトナムを代表する絹絵画家グエン・ファン・チャン（1892-1984）の作品修復プロジェクトを紹介してい
ます。劣化が進行しつつある貴重な絵画作品を、日本の修復技術で救おうとする活動です。修復された絵画
を展示するだけでなく、修復へのプロセスを映像化し、プロジェクトの核心に迫ります。
画像：グエン・ファン・チャン《牛に乗って川を渡る女》
（修復前）1967年 三谷産業株式会社蔵 © Nguyen Nguyet Tu
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12月のキッズスタジオプログラム
ハンズオン・まるびぃ!

プレイルーム

子どもも大人もいっしょに楽しめるスペースです。
いろいろな造形遊びで、工夫と発見を楽しもう！
（内容は日によって変わります。）

かたちで遊ぼう !
いろいろな形や色のブロックをどんどんならべたり、毛糸をつなげたりして形を作ってみよう。

まるびぃ絵日記をかこう
今日の”まるびぃ”で見つけたことや思い出を絵日記にしよう。
日時＝12月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、23日(金祝)、24日(土)、25日(日)
13:00〜16:00（自由入場）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（子どもは保護者同伴）

親子向け情報・休憩スペース
「まるびぃ・すくすくステーション」
小さいお子様連れの方をサポートするスペースです。お子様と一緒に美術館で見て・感じて・楽しむ時間
をお手伝いできるように、館内のおすすめスポットやプログラム、託児室などの情報をご用意します。ひ
と休みするスポットとしても活用できます。
開催日＝9月6日(火)〜12月22日(木)の間の毎週火・木曜日
10:00〜12:30（自由入場）
※11月3日（木・祝）は休場します。
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝無料

対象＝未就学児とその保護者

12月のステージ/イベントプログラム
12月23日(金・祝)

ベーゼンドルファーを弾くvol. 13

クリスマス特集 PrinceとPrincessの音夜会

25日(日)
シアター21

美術館のハウスピアノ、オーバーホールされ蘇った1962年製ベーゼンドルファーを主役にしたシリー
ズ。3年ぶりのクリスマス特集は、対極のコントラストをお届けします。
第一夜は西のヤングプリンセス平井真美子、そして第二夜は東の熟男プリンス山下洋輔、ジャンルの枠に
とらわれないそれぞれの自由奔放さでシアター21の空間を美しく、時にはスリリングな音色で彩ってく
れます。
出演者・日時
◇平井真美子

12月23日(金・祝) 開場16:30

◇山下洋輔

12月25日(日) 開場16:30

開演17:00

開演17:00

料金＜全席自由＞
・一般：前売＝2,500円／当日＝3,000 円
・二夜連続チケット（前売のみ）
：前売＝4,000円
・ペアチケット(友の会会員限定20組、ミュージアムショップのみ取扱い)：前売＝4,000円
お問い合わせ＝TEL 076-220-2811（交流課）
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12月25日(日)

music@rt seasonⅤ

Merry Marubi Christmas Ⅴ

12:00〜15:00

館内交流ゾーン、
香林坊アトリオ／他

美術館館内に音色が響き渡るmusic@rt シリーズ seasonⅤです。恒例のMerry Marubi Christmasには、
石川県在住の小学生から高校生までの子どもたちで構成されたOEKエンジェルコーラスがこのクリスマス
に再び舞い降ります。金沢21世紀美術館、香林坊アトリオなど、金沢の街中が温かい光を手にした天使たち
の清らかな歌声で満ちあふれます。
金沢21世紀美術館交流ゾーンでのクリスマスコンサートもお楽しみに！
会

場＝金沢21世紀美術館 交流ゾーン、香林坊アトリオ（アトリオステージ）、美術館周辺・柿木畠通り（雨天中止）

出演者＝トロイ・グーキンズ（vn）、清水史津（key）、石川公美（sop）、OEKエンジェルコーラス
料

金＝無料

曲

目＝クリスマスソング／他

主催：金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］、オーケストラ・アンサンブル金沢［（財）石川県音楽文化振興事業団］

金沢21世紀美術館 友の会 クリスマススペシャルコンサート2011

12月11日（日）

Trio d’
anches

シアター21

13:30開場 14:00開演

木管三重奏〜オーケストラ・アンサンブル金沢メンバーによる
オーケストラの楽器の中で、
“リード”を使う楽器は少なくオーボエ、クラリネット、ファゴットの３種です。
リードはそれを使う演奏家自身が演奏の度に製作するため、同じ楽器であっても演奏家によって音色が変
わります。今回のコンサートでは、オーケストラ・アンサンブル金沢の名手たちが個性豊かなリードの音色
をシアター21の空間いっぱいに響かせてくれます。リードの歴史やそれにまつわるエピソードも交え、
“リード“の魅力をたっぷり味わえる友の会ならではのスペシャルコンサートです。
料金＝友の会会員500円（チケット購入時および入場時に会員証提示）／一般1,500円
※1drink付き・全席自由
予約受付中（友の会会員は同伴者１名まで予約可）
・美術館HP内（http://www.kanazawa21.jp/tomonokai/）お申し込みフォーム
・お電話 076-220-2814（広報室 10:00〜18:00／休館日を除く）

美術奨励の日 12月10日(土) （「コレクション展」無料）
市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢21世紀美術館では、
「 美術奨励の日」を設けております。この日は、金沢市民の方が金沢21世紀
美術館主催の「コレクション展」を無料で観覧できる日です。総合案内で金沢市民であることを証明できるもの（運転免許証、健康保険証、年金手帳
など）を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

12月の休館日

年末年始の完全閉館期間

5日(月) / 12日(月) / 19日(月) / 26日(月)

12月29日（木）〜2012年1月1日（日）

年始の臨時開館日
1月2日(月) / 3日(火)
開館時間 9:00〜18:00 各展覧会の開場時間 10:00〜17:00(チケットの販売及びご入場は閉場の30分前まで)
カフェレストラン「フュージョン21」およびミュージアムショップ1、2の営業時間 10:00~17:30
なお、キッズスタジオ、託児室、アートライブラリー、茶室、市民ギャラリー、シアター21、プロジェクト工房は閉場します。
※金沢21世紀美術館 友の会の受付時間

10:00〜17:00
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