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金沢21世紀美術館 8月のプログラム

2010

8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。
高嶺格による長期プロジェクト型展覧会「Good House, Nice Body〜いい家・よい体」の第2章「Good House」が本格始動、アーティ
ストともにプロジェクト工房に土嚢の家を出現させます。またダンスカンパニー「金魚」が昨年に続いて当館での滞在制作に挑み、新
作初演するなど、今月も話題性のあるプログラムが続きます。
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。

開催中の展覧会と関連イベント
Alternative Humanities 〜 新たなる精神のかたち
ヤン・ファーブル×舟越桂

開催中〜8月31日（火）
終了間近！

ギャラリー・トーク「狩野芳崖と悲母観音」
狩野芳崖《悲母観音》が、具体的にどのような点で重要なのか、また芳崖がこの作品を 描いた意図や作品にこめた思い
が何であったのか、宗教や家族愛の観点から考えます。
日時＝8月3日（火）14:00〜15:30

場所＝レクチャーホール

料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要です。）
定員＝50名（当日午前10時よりレクチャーホール前にて整理券を配布します。）

ミニ・ギャラリーツアー「あなたは、だれ？」
作品の世界を探検して、出会って感じたことを言葉や絵にします。
日時＝8月19日(木) 11:00-12:00 / 14:00-15:00
料金＝無料

定員＝先着各回15名

集合場所＝キッズスタジオ

対象＝小学生・中学生

絵本を読もう
参加者は、絵本『がいこつ』の読み聞かせを聴いた後、展覧会を担当キュレーターと一緒に鑑賞します。
日時＝8月20日(金) 14:00〜14:30

集合場所＝授乳室前（キッズスタジオ横）

料金＝無料

朗読のひととき@展覧会ゾーン
「ファーブル昆虫記」や舟越桂画の「あなたが想う本」など、展覧会に関連した書籍の朗読を行います。
日時＝8月20日（金）16:00〜16:30

会場＝展示室11前

料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要です。）

高嶺 格

開催中〜2011年 3月21日
（月・祝）

Good House, Nice Body 〜いい家・よい体

長期インスタレーションルーム

（土）
〜
第2章 スタート 8月28日
プロジェクト工房

「金沢若者夢チャレンジ・アート・プログラム」の第4弾として去る4月より、現代美術家

高嶺格による長期プロ

ジェクト型展覧会「Good House, Nice Body〜いい家・よい体」を開催中です。プロジェクト第2章「Good House」が
始動。高嶺と建築家、渡辺菊眞が中心となり、土嚢や廃材を用いた建築をプロジェクト工房にて実践する過程で、
様々なゲスト講師を招きながら、
「Good House」の本質をボランティア・メンバーや来場者とともに考え、体感する
場とします。

プレスガイダンス
プロジェクト第2章「Good House」の一般公開に先立ち、プレスガイダンスを行います。
日時＝8月27日(金) 14:00〜15:00（受付は会議室1前にて13:30より）
会場＝会議室1(市役所口横)
内容＝①担当学芸員概要説明

本資料に関する
お問い合わせ

②アーティスト 高嶺格 氏 挨拶

③ギャラリーツアー

広報担当： 落合・黒田
〒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

④質疑応答
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プロジェクト第２章オープン記念
高嶺格によるアーティスト・トーク
日時＝8月28日（土）14:00〜15:30
料金＝無料

会場＝レクチャーホール

定員＝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）

※8月20日(金)から26日(木)まで、プロジェクト工房で土嚢の家の制作を行います。その制作風景もぜひご取材下さい。

八谷和彦
《OpenSky》プロジェクト

開催中〜
8月31日（火）

「飛ぶふしぎ」大人向けプログラム〜マグナス効果って何?
飛行機はなぜ空を飛べるのか? その翼に働く力の仕組みを、
「 マグナス効果」をキーワードにした工作を通じて体感し
ます。
日時＝8月6日（金）18:30〜20:00

会場＝キッズスタジオ

料金＝500円

対象・定員＝中学生以上・先着15名（事前予約可076-220-2801）

「飛ぶふしぎ」子ども向けプログラム〜こんな形が飛ぶの？＋プロペラの力！
飛行機の翼に生まれる力を使って、いろいろな形が飛ぶふしぎを感じるワークショップ。
日時＝8月7日（土）10:30〜15:00

会場＝キッズスタジオ

料金＝500円

対象・定員＝小学4年生以上〜中学生・先着15名（事前予約可076-220-2801）
持ちもの＝飲み物、昼食

「作って飛ばそう! はばたき飛行機」
ゴム動力で翼をパタパタ羽ばたかせて飛ぶ「はばたき飛行機」を作ります。
日時＝8月8日（日） ①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30

会場＝キッズスタジオ

料金＝1500円

対象・定員＝小学生以上(小学生は保護者同伴)・各回先着15名（事前予約可076-220-2801）

みかんぐみのアイディアワークショップ
ーみんなの学校

開催中〜
9月26日(日)
デザインギャラリー

金沢市立新竪町小学校の児童を対象にしたワークショップ (※一般非公開・取材可)
石松丈佳(名古屋工業大学准教授)､竹内昌義(みかんぐみ) による新竪町小学校6年生へのワークショップ型授業を行
います。
日時＝8月2日(月)

9:00〜12:00

会場＝新竪町小学校

8月3日(火)

9:00〜12:00

会場＝キッズスタジオ、デザインギャラリー

協力＝大和ハウス工業株式会社

一般の方々を対象にしたみかんぐみトークショー
日時＝8月25日(水) 18：30〜
会場＝レクチャーホール

竹内昌義（みかんぐみ）×梅干野晃（東京工業大学教授） 対談

料金＝無料

定員＝80名（当日先着順）
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8月のステージ/イベントプログラム
8月21日 (土) 18:00開演
22日 (日) 15:00開演

金魚（鈴木ユキオ）
新作公演「HEAR」 ＜全2回公演＞
鈴木ユキオ(ダンス) × 辻直之(アニメーション) × 内橋和久(音楽)

※開場は開演の30分前
※公演終了後、
両日ともアフタートークあり

シアター21

リアルで生々しい身体表現にこだわり、ドキュメンタリーのような即興性をはらむダンスで注目を集めてきた
鈴木が、昨年のトヨタコレオグラフィーアワード受賞者公演『言葉の縁』に続く当美術館での滞在制作に再び挑
みます。
“ 言葉”のもつイメージ、音、そして身体性にもっと入り込んでいきたい、と語る鈴木ユキオ。独特な木炭
画アニメーションで世界各地の映画祭でも活躍する辻直之、即興と楽曲の境界を消し去るような独創性に満ち
たアプローチを行なう内橋和久の音楽と作り出す、限りなく自由な世界。
レジデンシー期間：2010年8月9日(月) 〜 22日(日)
料金＝＜全席自由＞前売=2,500円/当日=3,000円
※金沢21世紀美術館友の会は美術館購入時に限り1割引。学生会員は500円引き(会員証提示)
※友の会会員は優先入場特典があります。開場の10分前にお集りください。
（入場時に各会員証提示）
チケット取り扱い＝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: 405-461）http://t.pia.jp/（電子チケットぴあ）
ローソンチケット（Lコード: 58751）http://l-tiket.com/（ローチケ.com）
問い合わせ＝交流課076-220-2811

荒川修作の作品を舞台にしたドキュメンタリー映画

特別上映「死なない子供たち」

＜2回上映＞

8月31日 (火) 14:00開演
18:30開演
シアター21

この映画は、美術家荒川修作の建築作品「三鷹天命反転住宅」の居住者の記録を中心とするドキュメンタリー映
画です。この上映会は、今年5月に73歳で死去し、今まさにその活動の意義が見直されている荒川修作に焦点を
あて、その活動コンセプトを伝える貴重な記録として、一般劇場公開に先駆けて美術館で上映するものです。ま
た、
《 養老天命反転地》の学芸員を約10年間務めた経験をもつ当館の平林恵学芸員が、荒川芸術をひもとくプレ
トークを行ないます。
プログラム＝１）開演14:00〜（プレトーク）／14:30〜（映画上映）
２）開演18:30〜（プレトーク）／19:00〜（映画上映）
※開場は開演の30分前。上映時間は約80分。
料金＝＜全席自由＞各回500円
問い合わせ＝交流課076-220-2811

8月のキッズスタジオプログラム
ハンズオン・まるびぃ!

13:00〜16:00
（自由入場）
キッズスタジオ

かたちで遊ぼう
親子一緒に楽しめるスペースです。色々な形を並べたりつなげたりして、新しいカタチの世界を作れます。
開催日＝8月1日(日)、20日(金)、21日(土)、22日(日)、27日(金)、28日(土)、29日(日) 13:00〜16:00（自由入場）
料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（幼児は保護者同伴）

「描こう！ 写そう！ 空の絵日記」
親子一緒に楽しめるスペースです。色々な形を並べたりつなげたりして、新しいカタチの世界を作れます。
開催日＝8月13日(金)、14日 (土)、15日(日) 13:00〜16:00（自由入場）
料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（幼児は保護者同伴）
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8月の友の会イベント
金沢21世紀美術館 友の会会員限定イベント

夕暮れおしゃべりツアー

8月7日（土）
18:30〜19：45
（受付18:15〜）

「新たなる精神のかたち:ヤン・ファーブル×舟越桂」第二弾
ヤン・ファーブルのパフォーマンス映像《Art kept me out of jail》
（アートのおかげで私は監獄に入らずにすんだ）
を鑑賞したのち、ファーブル氏の作品を中心とした展示室を回ります。作品の解説から制作過程、展示秘話など、友
の会イベントならではのお話を交えながら、夜の静かな展示室を巡る会員限定のスペシャルツアー。
集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
対象＝金沢21世紀美術館友の会会員（同伴者１名参加可能）
料金＝無料（ただし、友の会会員証または当日の本展観覧券が必要）
定員＝30名程度
予約・問い合わせ＝TEL 076-220-2814（広報室 10:00〜18：00／休館日を除く）

美術館設計者の妹島和世＋西沢立衛/SANAAがプリツカー賞を受賞したことを記念し、9月5日(日)に金沢21世紀美術館で『祝プリツカー賞
「建築と音のアンサンブル」』を開催します。
そのプログラムの中で、妹島和世氏・西沢立衛氏による記念講演会を実施します。現在下記の要領でその聴講者を募集しています。
■妹島和世＋西沢立衛/SANAA 記念講演会の聴講応募方法
8月13日(消印有効)までに往復はがきで申込み
申込先 : 〒920-8509

金沢市広坂1-2-1

応募者多数の場合は抽選。

金沢21世紀美術館

プリツカー賞記念講演係宛

記入事項 :・往信はがきに (1)お名前（フリガナ）(2)郵便番号・住所 (3)電話番号 (4)友の会会員の方は会員番号をご記入ください。
・返信はがき宛名面には、お申し込みされる方のご住所、お名前をご記入ください。
＊ お一人様1枚1名の応募に限らせていただきます。
＊ 友の会優先入場あり

8月の休館日
2日(月) / 23日(月)

本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 落合・黒田
〒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

