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市民美術の日
オープンまるびぃ 2018
2018 年 10 月 20 日 ( 土 )
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毎年 10 月の「市民美術の日」、金沢市民は当館主催展覧会の観覧が無料！
「オープンまるびぃ 2018」のテーマは「Joyʼ n ！（ジョイン）」

楽しさを表す「Joy」と参加するという意味の「Join」をかけました。
市民の皆さんが参加する市民協働プロジェクト
「Joyʼ n プログラム」が初登場します！

ベント名
日時

市民美術の日 オープンまるびぃ 2018
2018年10月20日（土）10時〜20時（チケット発券は19時30分まで）

料金

プログラムにより異なる

会場

主催

お問合せ
広報用画像

金沢21世紀美術館

（金沢市民は当館主催展覧会の観覧が無料/運転免許証などの在住証明書要）

金沢21世紀美術館[(公財)金沢芸術創造財団]
金沢21世紀美術館 交流課

TEL 076-220-2811

画像1〜23 を広報用にご提供いたします。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。
画像お申し込みフォーム

https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/

［使用条件］
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしない
よう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録の DVD、CD などをお送りください。
以上、ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

取材申込み／問合せ先

金沢21世紀美術館 広報担当：石川（広報室）、事業担当：森（交流課）、立花（学芸課）、阪本（広報室）
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
※ご取材の際には、事前にご連絡をお願いします。
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概要

2004 年の開館以来、金沢 21 世紀美術館（愛称：まるびぃ）では金沢市民の方が
より美術に親しみ、豊かな心を育むよう、「市民美術の日」を設けています。金沢市
民の方が美術館が主催する展覧会を無料でご覧いただけるこの日に合わせ、「オープ
ンまるびぃ 2018」を開催します。今年のテーマは「Joyʼ n ！」楽しさを表す Joy
と参加するという意味の Join をかけた言葉のように、それぞれに参加し、楽しみを
見つけてください。

この日だけの特典

●金沢市民は美術館主催展覧会の観覧が無料！
「起点としての 80 年代」「邱志杰（チウ・ジージエ）書くことに生きる」を無料で
ご覧いただけます。
展覧会開場時間：10:00〜20:00（チケット発券は 19:30 まで）
●市民専用カウンターを設置
本人確認書類をご提示いただくと、市民専用の無料観覧券をお渡しします。
先着でオリジナルバッグをプレゼント！
本人確認書類：免許証・個人カード・保険証・住民票など住所の確認できる公的書類
をお持ちください（学生証不可）。
時間：9:30〜19:30
その他、ミュージアムショップ 1 年に一度の 1day セール！、金沢 21 世紀美術館
友の会 入会手数料（500 円）無料キャンペーンを実施します。

Joy’n（ジョイン）
プログラム
●ワークショップ

まるびぃの空間に魅力を感じ、交流したい！と公募で集まった街の方々が、
まるびぃを舞台にワークショップやパフォーマンスを行います。
夕方には地元食材を使うカフェも出店！

◯パフォーマンス

●ワークショプ

◯カフェ

自分色のペーパーフラワーを咲かせましょう

会場：メディアラボ

時間：10:00 〜 12:00（随時受付）
※場合により待ち時間あり
料金：無料
簡単な工作を通じて自分の手で作品を生み出す
喜びを感じましょう。ペンで思い思いの模様を
描き、霧吹きで水をかけると個性的な花が出来
上がります。みんなで楽しく作って、会話にも
花を咲かせましょう。
参加団体：若年性認知症の人と家族と寄り添い
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つむぐ会

ぼくとわたしの「展覧会の絵」〜絵から作曲しちゃおう！

時間：13:00 〜／ 14:00 〜
料金：無料
定員：14 名／各回 15 分前に整理券配布
絵から作曲するワークショップです。自分で描
いた絵や、美術館の絵のイメージから音楽をつ
くります。簡単な方法で、音符が書けない子で
も安心してご参加できます。できた曲は CD に
してプレゼント！
参加団体：学びの庭 ひまわり
2
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Joy’n（ジョイン）
プログラム
●ワークショップ
◯パフォーマンス
◯カフェ

家族で、1 人で、パートナーと

世界で 1 枚この日限定の写真を創ろう

時間：16:00 〜 17:00
会場：メディアラボ
料金：1 組 500 円
定員：12 名
ご家族、カップルなどを対象に写真を写して
フォトフレームを作成するワークショップを
行います。会話を中心とした楽しい時間の中
で写真を撮っていただきその場で印刷。世界
で 1 枚、楽しいフォトフレームを作ります。
参加団体：ほんわか寺子屋
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まるびぃの植物と押し花でつくる
UV レジンのブローチ
時間：18:00 〜／ 19:00 〜
料金：無料
定員：各回定員 10 名／ 15 分前に整理券
配布
UV レジンの中に、まるびぃに生えている
植物と押し花を閉じ込めて、世界に一つの
オリジナルブローチを作ります。1 人 2 点
まで作製いただけます。
参加団体：東急ハンズ金沢店
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●ワークショプ 会場：芝生広場（球体のパビリオン「まる」向かい）
※雨天時：M の広場
シールゲッツダンス！〜まるびぃ一周編〜
時間：11:00 〜／ 14:30 〜（40 分程度）
料金：無料
カラフルシールをからだでゲッツ！シール
を貼ったからだのパーツを高く持ち上げて
みたり、ゆっくり回してみていると、段々
とからだからダンスが生まれてくる。最後
は皆でダンスをしながら、まるびぃをぐる
りと一周！
参加団体：100 いまるまる

●ワークショプ
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会場：プロジェクト工房

チェキでメッセージカードを作ろう
時間：10:00 〜 12:00（20 分入れ替え制）
定員：各回 10 名
料金：無料
人気のポラロイドカメラ「チェキ」で撮影
した写真と色々な柄のマスキングテープを
使用して、世界で一つだけのオリジナル
7
メッセージカードを作ってみませんか？
参加団体：金沢ロフト
3
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Joy’n（ジョイン）
プログラム
●ワークショップ
◯パフォーマンス
◯カフェ

親子でラジオ教室
時間：10:00 〜 12:00
定員：10 名／ 15 分前に受付開始
料金：無料
対象：小学 4 年生以上
お父さん、お母さんと子どもたちで簡単な
電子工作をしませんか。手作りのラジオで
目に見えない電波が簡単に捉えられる不思 8
議を是非体験、楽しんでいただきたいと思
います。ラジオはお持ち帰りいただけます。
参加団体： 一般社団法人日本アマチュア
無線連盟石川県支部
15 分電子工作 オーロラキーホルダー・オーロラブレスレットを作ろう
時間：13:00 〜 16:00 随時受付
※場合により整理券配布
料金：200 円
対象：6 歳から参加可
はんだ付け不要の 15 分で作れる電子工作
です。使う道具ははさみだけ。マスキング
テープでかわいらしく飾ってください。
参加団体：太田志保
「文学」をよもう、あそぼう
時間：13:00 〜 16:00 ※随時受付
料金：無料
「文学」は難しくない！をキャッチコピー
に文学の本を手にとって読んでもらった
り、ゲーム感覚で物語をみんなで作った
りする企画を用意しています。
参加団体：文学フリマ金沢事務局
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バーチャルなキャラクターになって動き回ろう！

時間：13:00 〜 16:00 ※随時受付
※場合により待ち時間あり
料金：無料
特殊なセンサーを身につけることで、自
分自身が画面内に表示されたバーチャル
なキャラクターとなり、バーチャル空間
で手足や表情を自由自在に動かせます。
今はやりのバーチャルユーチューバーを
体験してみよう。
参加団体：株式会社 C8LINK
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Joy’n（ジョイン）
プログラム
◯ワークショップ
●パフォーマンス
◯カフェ

●パフォーマンス

会場：芝生広場 パフォーマンスエリア

エモーション★
時間：13:00 〜／ 16:30 〜（30 分程度）
※雨天時：館内随所 料金：無料
｢書（ドローイング）」と「装姫アンティーク
着物」相互の影響で作られたスタイリングを
まとい金沢 21 世紀美術館を動きます。内なる
感覚がコーディネートや書となり表面に現れ
それを着用しエモーションは動き出します。
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参加団体：23.j
アサミプロダクション
スペシャルストリートライブ in まるびぃ

時間：13:30 〜／ 15:30 〜（ 40 分程度）
※雨天時：シアター 21 料金：投げ銭
金沢市出身のボーカリスト浜田麻未を中心に、
地元で活動する若手ミュージシャンで構成する 13
バンド。自由で身軽なストリート系ハッピー
ジャズユニットとして、形態にこだわらず多様
なシーンで演奏活動を行っている。
参加団体：アサミプロダクション

インドネシア伝統舞踊

時間：17:00 〜（20 分程度）
※雨天時：M の広場 料金：無料
南の島国、インドネシアは文化も言葉も民族
も宗教も違うけれど、お互いを尊重して違い
を楽しむ島国です。バリ島だけじゃない、様々
な文化を伝統舞踊を通して紹介します。
参加団体：Taman Kayangan
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Gypsy Circus（ジプシー サーカス）

時間：19:00 〜（40 分程度／定員 60 名）
料金：1,500 円
17:00 〜 18:30 ガーランド作り（無料）

※雨天時：プロジェクト工房
移動型民族ジプシーは、祭りや結婚式で演奏し
踊ることを生業にしていました。そんな風景を
再現。ガーランドをみんなで飾り、一夜限りの
エキゾチックな SHOW をお楽しみあれ！
事前予約希望の方は
studiovafra＠gmail.com へ
参加団体：Studio Vafra
5
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Joy’n（ジョイン）
プログラム

●カフェ

会場：総合案内横

時間：17:00〜21:000

カフェエリア

◯ワークショップ

ホホホ座金沢【まるいボーロとドリンク】

◯パフォーマンス

大野町にある海に近い川沿いのお店です。地元

●カフェ

の食材をメインに使用した、オリジナルのお菓
子「森ノ実ボーロ」の季節限定の味やドリンク
などを提供します。
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奥能登みっちーファーム
【原木しいたけを使ったごはんやスープ】

奥能登の里山で育まれたクヌギ、ナラの原木にこ
だわり『のとてまり･のと 115』を無農薬でゆっ
くり丁寧に育てています。この機会に奥能登の美
味しい原木しいたけを使ったごはんやスープを召
し上がってみませんか。
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one one otta【ドリンクや焼き菓子】
コーヒーやカフェラテの他、オリジナルシロッ
プを使用したジュースなど豊富なドリンク類。
旬の果物がたっぷり入ったマフィンやスコーン
などの焼き菓子をお楽しみください。
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展示ゾーンで

東アジア文化都市 2018 金沢 コア事業連携企画

開催中の展覧会

邱志杰（チウ・ジージエ）書くことに生きる

関連イベント
※当日、市民無料観
覧券で鑑賞できます

会場：展示室 7〜12、14、広場
会期：開催中〜2019 年 3 月 3 日 ( 日 )
キュレータートーク
時間：18:00 / 19:00（30 分程度・各 2 回）
集合：展示室 7 前
※要市民無料観覧券または展覧会チケット
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《暗がりの伝道者》2008
金沢 21 世紀美術館蔵

起点としての 80 年代

会場：展示室 1〜6、13
会期：開催中〜10 月 21 日 ( 日 )
キュレータートーク
時間：18:00 / 19:00（30 分程度・各 2 回）
集合：展示室 13 前
※要市民無料観覧券または展覧会チケット
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展示風景

撮影：木奥惠三

リトグラフ
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展示ゾーンで
開催中の展覧会
関連イベント

lab.3 DeathLAB: 死を民主化せよ

会場：デザインギャラリー
会期：開催中〜2019 年 3 月 24 日 ( 日 )
キュレータートーク
時間：16:30 〜（40 分程度）
集合：デザインギャラリー
料金：無料
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LATENT Productions and Columbia
GSAPP DeathLAB, 2014

アペルト 09 西村有 paragraph
会場：長期インスタレーションルーム
会期：開催中〜2019 年 3 月 24 日 ( 日 )
キュレータートーク
時間：16:30 〜（40 分程度）
集合：長期インスタレーションルーム
料金：無料
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《scenery passing(out of town)》2018

まちなかでもアートに出会おう！

東アジア文化都市 2018 金沢

変容する家

会場：金沢市内（広坂エリア、石引エリア、
寺町・野町・泉エリア）
会期：開催中〜11 月 4 日 ( 日 )
料金：無料
館長、質問です！」なんでも Q&A トーク
時間：10:00 〜 11:00（開場 10 分前）
会場：レクチャーホール
料金：無料

「起点としての 80 年代」展関連
ハンズオン！まるびぃ
ダンボールでつくろう！わたしの◯◯
時間：13:00 〜 16:00（自由入退場）
会場：キッズスタジオ
料金：無料
絵本を読もう
時間：12:20 〜（40 分程度）
集合：授乳室前
料金：無料
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