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金沢21世紀美術館 10月のプログラム

2010

10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世紀美術館は2004年10月9日に開館し、今秋、開館6周年を迎えます。開館記念日にあたる10月9日から3日間は、
「 まる
びぃ de パーティー6」と題し恒例の秋のイベントを実施。また日本初演のヤン・ファーブルソロ・ダンス公演など多彩な事業を開
催します。
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。

開催中の展覧会と関連イベント
ペーター・フィッシュリ ダヴィッド・ヴァイス

開催中〜
12月25日（土）

キュレーターによるギャラリー・トーク
日時＝10月22日(金)

18:30〜19:30

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、当日の本展観覧券が必要）

開催中〜2011年 3月21日
（月・祝）

高嶺 格
Good House, Nice Body 〜いい家・よい体

長期インスタレーションルーム
プロジェクト工房

絵本を読もう
絵本『ヘンリー いえをたてる』ほかを読んだあと、プロジェクト工房にできた“家”を担当スタッフと一緒に探検します。
日時＝10月2日（土）11:00〜11:30
料金＝無料

集合場所＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房

対象＝子どもから大人まで

＊小さなお子さんは保護者の方とご参加ください

キュレーターによるギャラリー・トーク
日時＝10月2日（土）14:00〜（約40分）
集合場所＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房
料金＝無料

ゲスト・ワークショップ
「インクルーシブ・アーキテクチャー

みんなで作る巨大段ボール建築」

講師＝家成俊勝(建築家／dot architects主宰)
水野大二郎(デザイン研究者／京都造形芸術大学非常勤講師)
日時＝10月23日(土) 13:00〜17:00、24日(日) 10:30〜16:30
集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ
料金＝無料

本資料に関する
お問い合わせ

定員＝先着20名（2日間とも参加できる方、小学生は保護者同伴）

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
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コレクション展
−目には見えない確かなこと Invisible Reality

開催中〜
2011年4月10日（日）

絵本を読もう
絵本『うちゅうたまご』ほかを読んだあと、担当キュレーターと一緒に展示作品を見に行きます。
日時＝10月16日（土）14:00〜（約30分）
集合墓所＝金沢21世紀美術館 授乳室前（キッズスタジオとなり） 料金＝無料
対象＝子どもから大人まで

＊小さなお子さんは保護者の方とご参加ください

ギャラリー・トーク
日時＝10月16日（土）11:00〜11:40

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、当日の本展観覧券が必要）

2010年度 アートモール・スクール・プロジェクト

ジェームズ・タレル作品《ガスワークス》オペレーター

活動説明会

コレクション展に出品されるジェームズ・タレル作《ガスワークス》は、丸いカプセルの中に入り、いろいろな色の光に包
まれる体験をするものです。この作品は作家のプランに基づいて2名のオペレーターによって操作され、オペレータ—も
作品プレゼンテーションの重要な役割を担っています。ひとりはスライド式のベッドを動かし、もうひとりはパネルを操
作してプログラムに従って色を変化させます。誰もが知っていると思っている光を、目だけでなく全身で感じるという体
験を可能にする作品《ガスワークス》を、来場者とともに作り上げます。
日時＝ 10月8日（金）13:00〜14:00

20日（水）10:00〜11:00

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前

New Exhibition

D&DEPARTMENT PROJECT
Only honest design can be recyclable

10月9日（土）〜
2011年1月30日（日）

本当のデザインだけがリサイクルできる
今回、D&DEPARTMENT PROJECTは、
「〈新しく物をつくらない〉ことをテーマに、既に生み出されたもの
をいかに〈もう一度使うか〉
〈 もう一度欲しいと思うものに戻すか〉という社会の仕組み自体を変える」と
いう解を3期に分けて提案します。
第1期：10月9日（土）〜11月14日（日） まだ使えるにも関わらず廃棄されてしまった物を廃棄されたままの状態で
展覧し、現代の消費サイクルの問題点を提起します。

第2期：11月16日（火）〜12月12日（日）D&DEPARTMENT PROJECTがロングライフデザインとして保持すべき物

をセレクションし、手を加えないままに陳列して消費の現場に戻る手前の
状態を展覧し、
「もう一度使うか」という問を来場者に投げかけます。

第3期：12月14日（火）〜1月30日（日） 手を加え「もう一度欲しいと思うものに戻す」ことで、ロングライフデザイン

を選択するマーケット層を開拓し、
現状の消費サイクルでは瞬時に流行遅れ
となってしまう商品をしっかりと売り続ける仕組みそのものを展覧します。

10月のキッズスタジオプログラム
ハンズオン・まるびぃ!
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。
日時＝10月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)、16日(土)、17日(日)、30日(土)、31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）

コレクション展示
菱山裕子作品を、上記「かたちで遊ぼう!」時間中にキッズスタジオに展示します。
日時＝10月16日(土) 13:00〜16:00
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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をキッズスタジオに12月21日（火）までオープン。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。
10月の開催日＝10月5日(火)、7日(木)、14日(木)、19日(火)、21日(木)、26日(火)、28日(木)
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

料金＝無料

対象＝未就学児とその保護者

10月のステージ/イベントプログラム
ヤン・ファーブル 演出振付作品

10月2日(土) 18:00開演
3日(日) 15:00開演

日本初演

Another Sleepy Dusty Delta Day
〜またもけだるい灰色のデルタデー

※開場は開演の15分前

シアター21

展覧会に引き続き、舞台芸術でも世界をリードするヤン・ファーブルの舞台作品を上演します。2008年ア
ヴィニヨン演劇祭で初演され、絶賛を受けた一人芝居／ソロ・ダンス。彼の作品に共通している「愛と死」
をテーマにした舞台で、ダンス、ナレーション、音楽、美術が融合した、ジャンルを超えた才能を見せるヤ
ン・ファーブルのエッセンスが凝縮した作品です。
監督・脚本：ヤン・ファーブル
振付：ヤン・ファーブル、イヴァナ・ヨゼク
出演：アルテミス・スタヴリディ
料金＝＜全席自由＞前売=4,000円 / 当日=4,500円
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: 405-465）http://t.pia.jp/（電子チケットぴあ）
ローソンチケット（Lコード: 58758）http://l-tiket.com/（ローチケ.com）

関連イベント

ワークショップ ―ヤン・ファーブルの創作方法について

日時＝10月4日（月）18:30〜22:00

会場＝金沢21世紀美術館

シアター２１

講師＝マリーナ・カプテーン（ヤン・ファーブル・ティーチング・グループ）
料金＝1,000円

定員＝15名（先着順・要申込）

対象＝18歳以上。身体表現（ダンス・演劇など）の経験者もしくは興味のある方。
※定員に達しましたので、締め切りました。

開館６周年記念
まるびぃ de パーティー6
イベントテーマ：
「人 to 街 to ネット」

10月9日（土）〜10月11日（月）
館内、広場、プロジェクト工房ほか

美術館が誕生した10月9日を中心に、皆さんと賑やかな催しで開館記念日をお祝いする恒例の秋のイベ
ントです。今年のテーマは「人 to 街 to ネット」。おなじみのミニSL、アートzaマーケット、まるびぃ茶会
のほか、美術館の素敵なチラシで作るd・e・coバッグづくり、HERO(ヒーロー)のお面づくりなど、楽しい
イベントが盛りだくさんです。今回はゲーム感覚でオトを探す「オトde演奏」や、一回につき２名しか体験
できない「エチケット」など新しいイベントも出現します。
料金：催しにより異なります
※詳細は別添チラシをご覧下さい。

3

PRESS RELEASE

プレスリリース

入会手数料無料
キャンペーン
金

10

9月30日配信号

2010

友の会入会手数料無料キャンペーン

10月1日（土）〜
10月31日（月）

日

キャンペーン期間中にご入会の方は、入会手数料500円が無料になります。友の会会員になると、1年間、金沢21
世紀美術館主催展覧会に何度でも無料で入場できたり、美術館情報が満載のニュースレターの発行やイベント
への参加など、美術館を楽しむ特典が盛りだくさんです。今ご入会の方にはオリジナルステッカーもプレゼント
中です。
※ 詳しくは美術館ホームページかお電話にてお問い合わせください。076-220-2814（広報室）

金沢市民無料鑑賞の日
美術奨励の日 10月9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を提示いただき、無料の観覧券をお
受け取りください。

市民美術の日 10月16日（土）（「コレクション展」＋特別展「ペーター・フィッシュリ ダヴィッド・ヴァイス 」無料）
金沢市では10月の金沢こども週間（10月の第2日曜日からその直後の土曜日までの7日間）の最終日を「市民美術の日」と定めております。金沢市民
の方は金沢21世紀美術館主催の「特別展」及び「コレクション展」を無料で観覧できます。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。

10月の休館日
4日(月) / 12日(火) / 18日(月) / 25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
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