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金沢21世紀美術館 2月のプログラム

2010

2月に開催される金沢21世紀美術館主催の催しについてお知らせいたします。
金沢21世紀美術館友の会ロゴマークの人気投票（会員限定）や、展覧会関連企画など開館5周年を彩る催し物を引き続き開催します。
当月の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。各事業のより詳細な内容
については決まり次第随時お知らせいたします。

5周年記念イベント
開館5周年記念事業 『金沢21世紀美術館友の会ロゴマーク デザインコンペティション』

６作品が一次審査突破！
友の会会員限定人気投票

1月29日より開始！

「金沢21世紀美術館と共にある友の会」をテーマに友の会ロゴマークを公募するプロジェクト。新たに
誕生するロゴマークは会員証、会報誌、ステーショナリーなど様々な場面で使用され“友の会=美術館
ファンクラブ”の象徴として親しまれる存在となります。
2009年10月から募集を開始し、1月8日に応募を締め切った結果、全国・海外から605作品が集まりま
した。1月25日に１次審査が行われ、6作品が難関を突破。
今後、友の会会員による人気投票→最終審査を経て3月15日（月）に最優秀作品を発表します。

一次審査通過作品
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No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

今後のスケジュール
◎ 友の会会員(約2,300人)による人気投票
■会員専用ウェブサイト（ログインIDとパスワードが必要です）
1月29日（金）10:00am〜2月15日（月）10:00am
http://www.kanazawa21.jp/tomonokai/
■館内情報ラウンジ投票ボックス（現場に設置する専用投票用紙に記入）
1月29日（金）10:00am〜2月14日（日）18:00pm
※投票結果は最終審査の結果に反映されますが、投票多数のものが選出されるとは限りません。

◎ 最終審査：3月1日（月）
◎ 最優秀作品結果発表：3月15日（月）
審査委員 佐藤卓（グラフィックデザイナー）、妹島和世＋西沢立衛／SANAA（建築家）
秋元雄史（金沢21世紀美術館館長）

本資料に関する
お問い合わせ

広報担当： 落合・黒田・岡田・沢井
〒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
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1月29日配信号

2010

開催中の展覧会と関連イベント
Olafur Eliasson Your chance encounter

開催中〜3月22日（月）

オラファー・エリアソン −あなたが出会うとき
イブニング・ワークショップ 「目の体操 −色・いろいろ」
エリアソンの作品鑑賞と「色彩と視覚の不思議」に関するワークショップを通じて、参加者がいつもと違った色の感じか
たを体験します。企画協力に金沢工業大学情報学部心理情報学科、感動デザイン工学研究所を迎え、心理学など科学的な
視点から、人が外部環境を認識する仕組みなども考えます。週末の夜の大人向けWSプログラムです。
日時＝2月12日(金) 19:00〜20:00
料金＝500円
Olafur Eliasson Slow-motion shadow, 2009
HMI lamps, steel
Dimensions variable
Courtesy of the artist and Gallery Koyanagi, Tokyo
Photo: Studio Olafur Eliasson
© 2009 Olafur Eliasson

集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

定員＝10名（先着順、電話予約可 076-220-2801） 対象＝どなたでも

キュレーターによるギャラリー・ツアー
日時＝2月13日（土）11:00〜11:45

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（ただし当日有効の観覧券が必要）

絵本を読もう

「色の女王」
（小学館）ほか絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行います。

日時＝2月13日(土)、27日(土) 13:00〜13:30
料金＝無料

集合場所＝金沢21世紀美術館 授乳室前（キッズスタジオ横）

対象＝子どもからおとなまで

子どものためのワークショップ2 「色・いろいろ感じよう」
オラファー・エリアソン展の展示作品を鑑賞したり、色付きメガネなどを使って色の世界を子どもたちが体験します。
日時＝2月28日（日）10：30〜11：30 / 13：30〜14：30

※各回とも同じ内容です。

会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ
料金＝500円

定員＝各回15名（先着順、電話予約可 076-220-2801） 対象＝小学1年生〜4年生

バレンタインデー特別企画

ギャラリーツアー付きスペシャルランチ

金沢21世紀美術館とカフェレストランFusion21よりお届けするバレンタインデー特別企画。展覧会を担当キュ
レーターがご案内した後、当館カフェレストランFusion21にてチョコレートを使ったデザート付きのスペシャ
ルランチをご提供します。
日時＝2010年2月14日（日）11:00集合（11:10ギャラリーツアー開始、12:00ランチ開始）
集合場所＝金沢21世紀美術館 総合案内前
料金＝前売ペアチケット5,000円＜本展観覧券、スペシャルランチ、プレゼント（1組1個）付＞
定員＝10組20名様限定

※チケットはFusion21にて発売中。電話でのご予約受け付けます。

チケット取り扱い・お問合せ＝金沢21世紀美術館内カフェレストラン "Fusion21"

TEL 076-231-0201

広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”

開催中〜3月22日（月）

広瀬光治 講演会 「ニットファッションショー」
広瀬光治は現在まで多様なニット表現を展開してきました。また、本展の展示室中央には、様々なテクニックを用いて作
品《ニット・パビリオン〜ニットカフェ・イン・マイルーム》を作り上げました。このファッションショーでは、広瀬による
華麗なニット作品をご紹介します。また、本展のボランティアメンバー達が作り上げるニットによるユニフォームもご紹
介します。
日時＝2月20日（土）13:00〜14:30（開場12:45）
会場＝金沢21世紀美術館

展示室13

料金＝無料（ただし、当日のコレクション展との共通観覧券が必要）

定員＝先着80名（当日10時より、レクチャーホール前で整理券を配布します）

サタデー・ニット・ワークショップ 「ブリューゲルレースのストールを編もう」
日時＝2月27日（土） 14:00〜16:00（受付開始13:30）
会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール（活動は展示室13）
料金＝2,000円（材料費） 定員＝先着20名（定員に達したため、受付を終了しました）
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開催中の展覧会と関連イベント
コレクション展
「shiftー揺らぎの場」
絵本を読もう

「いろ いきてる！」
（福音館書店）ほか絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行います。

日時＝2月6日（土）14:00〜14:30
料金＝無料

開催中〜4月11日（日）

集合場所＝金沢21世紀美術館

授乳室前（キッズスタジオ横）

対象＝子どもからおとなまで

学芸員によるギャラリートーク
日時＝2月13日（土）14:00〜

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）

子ども向けワークショップ 「わたしの《バイサークル》を作ろう！」
現在、美術館内を走っている自転車は、アーティスト、パトリック・トゥットフオコの《バイサークル》という作品
です。これは彼の友人をモデルにして作られています。もし自分の友だちがバイサークルだったら、どんな姿で
しょう? 参加者が自分の友だちや気になる人をイメージし、世界にひとつしかない作品を作ります。
日時＝2月20日(土) 10:30〜16:00

集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝300円 対象＝小学生・中学生

定員＝15名（先着順、電話予約可 076-220-2801）

持参するもの＝お弁当、お茶、材料（包装紙、布、雑誌、写真、プラスチック類、毛糸など）

ミナ ペルホネン
The future from the past 未来は過去から

1月16日（土）〜
5月30日（日）
デザインギャラリー

デザイナー皆川明により1995年に設立されたブランド「ミナ ペルホネン」。オリジナル・ファブリック
の断片をドレスの形に繋ぎ合わせた立体作品により、仕事の軌跡を紹介しながら、前進し続けるミナ ペ
ルホネンの創造性にスポットをあてます。
料金＝無料

2月のシアター21公演
二十一世紀塾二〇〇九 no.3 藤枝守 × 鶴岡真弓

「いのちの文様」
＜第1部＞トーク

2月20日（土） 15:30開場
16:00開演
シアター21

＜第2部＞ コンサート

出演：藤枝守（作曲家）、 鶴岡真弓（多摩美術大学教授、美術文明史家・ケルト芸術研究家）
演奏：西山まりえ（ゴシック・ハープ、バロック・ハープ）
植物の電位変化のデータに基づく《植物文様》という作曲シリーズを展開している作曲家の藤枝守氏。そのインスピ
レーションの源となった名著「ケルト／装飾的思考」の作者、鶴岡真弓氏を迎えて「いのち」と「文様」の始原を辿りな
がら、鶴岡氏の文様世界に照合するような音楽の行方をさぐります。トークの後には、西山まりえ氏のゴシック・
ハープの演奏によって《植物文様》の世界を紡ぎ出す新たな試みを行います。
料金＝＜全席自由・1ドリンク付＞

前売＝1,500円

当日＝2,000円

※前売り券をお持ちの友の会会員の方は、優先入場特典があります。開場10分前にお集まり下さい。(入場時に会員証提示)
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)
チケットぴあ (Pコード 615-716)、ローソンチケット (Lコード：56884)
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2月のシアター21公演
フランソワーズ・モレシャンの
おしゃれ講座〜時代を読む vol.3

2月27日（土）13:30開場
14:00開演
シアター21

Beauty: 800年の美の歴史 −時代とともにかわる美とファッション
800 Years of Beauty -How society structures beauty
絶対的な美とは何か—
美しさの定義は、時代とともに宗教や哲学、芸術、あるいは産業革命や戦争などの社会のあり方と密接に関わりなが
ら変遷してきました。特に多様な価値観があふれる現代においては、誰もが認める絶対的な美の基準を定義するこ
とは容易ではありません。これらの様々な価値観はどこから生まれてきているのでしょうか。
今回は、ポップカルチャー、ファッション、アートなど、現代日本の多様な美の側面から800年前の中世ヨーロッパ
まで遡り、人間の美の追求の歴史を西洋的観点からモレシャン流に楽しくお話いただきます。
ドレスコード：今年あなたの求める美
料金＝＜全席自由・1ドリンク付＞1,000円（当日精算）
定員＝80名（事前予約優先）
※友の会会員の方は優先入場特典があります。開場の10分前にお集まりください。
（入場時に会員証提示）
事前予約方法＝「お申し込みフォーム」、
「FAX」または「電話」にてお申し込みください。
▶お申し込みフォーム

詳しくは、ウェブサイトwww.kanazawa21.jp の当イベントページをご覧ください。

「モレシャンおしゃれ講座係」までお申し込み下さい。
▶FAX 076-220-2806 お名前、電話番号、人数を明記の上、
▶電 話 076-220-2811 (交流課)

美術奨励の日

2月13日（土）

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を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 落合・黒田・岡田・沢井
〒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
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