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金沢21世紀美術館 1月のプログラム
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2012年1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＝1月7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＝1月7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）

学芸員によるギャラリー・トーク
展覧会の魅力を担当キュレーターがご紹介します。
日時＝1月7日（土）18：30〜19:00 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）

サイレント・エコー コレクション展 II

開催中〜
2012年4月8日（日）

1973 年にルクセンブルグ生まれたツェ・スーメイは、音楽をモチーフとする作品世界で注目されていま
す。カーソン・マッカラーズの小説「心は孤独な狩人」で語られる音楽観、人と音楽の世界と深く共鳴し合う
スーメイの代表的な作品を招き入れ、未だ語られたことのない当館コレクションの潜在的世界を展観して
います。身体、音、技術の融合や連鎖的なつながりの中で生み出される世界こそが音楽であり、かたちが造
形芸術である所以も同様に自己、技術、対象の完全な融合によって作り出される世界であるという観点に
おいて、コレクション作品の新たな様相を浮き彫りにします。
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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。

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＝1月8日(日)Bonzrum (Closer) / Masaru Fukushima、15(日) Wax Mobb、
22(日) Greenman / Fantaschicken、29(日) Masayoshi Mitsuyama (Casa,Fukui) / Charles (Journal)
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

絵本を読もう
ピーター・マクドナルドの作品のなかで、手遊びと絵本の読み聞かせを行います。
日時＝1月14日（土）14:00〜14:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前
料金＝無料

対象＝子どもから大人まで

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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1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。）

かたちであそぼう！
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。

今日の工作
紙をまるめたら、ちぎったら、どんな形に見えるかな? なんの形にしようかな？

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＝1月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29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）

「魔法のひきだし」
—2011年度中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
2011年9月〜11月に、金沢市内中学校3校の美術部・美術愛好会の生徒達がアーティストとともに考え方
を考えたワークショップの様子を、生徒たちの作品や記録映像などを交えて紹介する展覧会です。
日時＝1月6日(金)〜15日(日) 10:00〜18:00（15日は16:00まで）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝入場無料

対象＝どなたでも

中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
アーティスト：椿昇、シロくま先生
連携校：金沢市立泉中学校、金沢市立小将町中学校、金沢市立犀生中学校
主催：金沢21世紀美術館［(公財)金沢芸術創造財団］
共催：金沢市中学校文化連盟

後援：金沢市教育委員会

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＝1月17日(火)〜3月22日(木)の間の毎週火・木曜日 ※3月20日(火祝)を除く
10:00〜12:30（自由入場）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ
対象＝未就学児とその保護者

3

料金＝無料

PRESS RELEASE

プレスリリース

1

1月4日配信号

2 0 12

1月のステージ/イベントプログラム
1月14日（土）

川口隆夫 ∞ ディック・ウォン ∞ 今泉浩一

15日（日）

Tri_K
極東のスリー（イケ）メン

イン

ダーク

シアター21

スーツ

香港のパフォーマー／俳優のディック・ウォンと、2008年にはベルリン国際映画祭のパノラマ部門に招
聘された映画監督／俳優の今泉浩一、そして日本を代表するマルチメディア・パフォーマンス・グループ
「ダムタイプ」で活躍する川口隆夫。バックグラウンドの違う３人が、三者三様の異なるアプローチでダン
ス、テキスト、ドラマ、映像という複数の次元をコラージュするパフォーマンスです。
日時＝1月14日 (土) 18:00開演 (17:45開場)
1月15日 (日) 15:00開演 (14:45開場)
料金＜全席自由＞＝前売 2,500円 / 当日 3,000円
チケット取扱＝金沢21世紀美術館ミュージアムショップ

TEL 076-236-6072

ローソンチケット（Lコード: 59914）http://l-tike.com/ (ローチケ.com)

TEL 0570-000-777

お問い合わせ＝TEL 076-220-2811（交流課）

金沢『Tri_K』ワークショップ
『Tri_K』のパフォーマー3名は、バックグラウンドも違えば、”ダンス”のスタイルもテクニックもバラバラ。そうしたメン
バーが集まって、いったいどんな作品ができるのか。このワークショップでは、
「どこが同じで、何が違うか」という視点か
ら、
『Tri_K』のいくつかのシーンをWS参加者で実際に作り直し、クリエーションのプロセスを体験します。
日時=1月12日（木）19:00〜21:30

会場=金沢21世紀美術館シアター21

参加費=1,000円 定員=10名（先着順・要申込）
講師=川口隆夫、ディック・ウォン、今泉浩一
対象=作品制作のプロセスに興味のある方（特にダンス経験の有無は問いません）
◎お申込み方法
電話またはFAXにてお申込み下さい。
FAXの方は、氏名、性別、年齢、電話番号、メールアドレス、経験、応募理由をご記入の上、下記までお送りください。
お問い合わせ（交流課）＝TEL 076-220-2811（電話受付は平日火〜金12:00〜18:00）
FAX 076-220-2802

二十一世紀塾二〇一一 ＜全5講座＞

1月27日（金）、28日（土）
2月3日（金）、4日（土）、25（土）

アート × まち
〜そのアイデアとシステムを考える

シアター21

二十一世紀塾は、様々なジャンルで活躍するアーティストや知識人との話場を定期的に設置、発展させて
いく21世紀の寺子屋です。5年目を迎える今回は、講師・塾生・聴講生の3者によって塾がより塾らしく
バージョンアップします。

アート × まち

〜そのアイデアとシステムを考える

関東のスパイラル、関西のArt Complexグループなど国内外で活躍するプロデューサーや多彩なゲストを
お迎えし、アートとまちに関する実際の取り組み例を紹介します。塾生は4回の講座を受講しながら、プロ
ジェクトやプロダクトを展開していくためのアイデアとシステムを学び、最終回の講座5では具体的なプ
ランを発表します。この講座を通して、人と人が真剣に思考をめぐらせ、言葉をかわすことで、金沢のまち
で新たな展開を探ります。
◎こんな方はぜひ参加してみて下さい。
塾

生＝アート×まちについてもっと意見交換がしたい方
モノづくりの新しい土俵を探している方
自身の活動をアートやまちに活かしたいと考えている方
今、考えているアイデアを具体的なプランにしたい方

聴講生＝アートとまちに関する取り組み例を見たい方
講師と塾生の真剣な学びの場を目撃したい方
興味がある方、どなたでも！
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※開始30分前から開場。

・ 講座1 ／ 1月27日(金) 19:00開講（約2時間）
「スパイラルの取り組み１

ーアートセンターの館外ビジネス」

講師：岡田勉（スパイラル チーフキュレーター）、
松田朋春（スパイラル チーフプランナー、グッドアイデア株式会社代表）
・ 講座2 ／ 1月28日(土) 16:00開講（約2時間半）
「スパイラルの取り組み２

ー最新ランデヴープロジェクト 〜横浜生まれのスローレーベル〜」

講師：岡田勉、松田朋春
栗栖良依（スローレーベル ディレクター）
ゲスト：杉山昇太（横浜市文化観光局創造まちづくり課 担当係長）
・ 講座3 ／ 2月3日(金) 19:00開講（約2時間）
「ケベック州の取り組み

ー都市を創造（クリエイション）する「サーカスアーツシティ計画」」

講師：天野僖巳（ケベック州政府在日事務所文化教育アタッシェ）
ゲスト：クロード・ブルボニエール（シルク・ドゥ・ソレイユ東京 代表）
・ 講座4 ／ 2月4日(土) 16:00開講（約2時間半）
「Art Complex グループの取り組み

ー多様性をベースにした「創造システムの構築」を考える」

講師：小原啓渡（Art Complex 統括プロデューサー）
・ 講座5 ／ 2月25日(土) 16:00開講（約3時間）
「塾生の発表

金沢発信プロジェクト、プロダクトの提案」

出演：塾生、講師、オブザーバー

塾生・聴講生

募集！
【聴講生】

【塾生】
参加条件：アートやまちをキーワードに活動している方

定

料金：各回500円

これから活動しようとしている方

※各回興味のある方、どなたでも参加可能

原則全回受講できる方

※事前予約不要。当日会場にて料金をお支払い下さい。

員：25名

受講料：全５回 一般6,000円 / 学生3,000円
◎お申し込み方法
webお申し込みフォーム（www.kanazawa21.jp）、
または電話（076-220-2811）にてお申し込み下さい。
※要事前申込。当日会場にて受講料をお支払い下さい。

美術奨励の日 1月14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。

1月の休館日
1日(日) / 10日(火) / 16日(月) / 23日(月) /30日(月)

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
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