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金沢21世紀美術館 12月のプログラム

2010

12月に実施される金沢21世紀美術館主催の催し、及び年末年始の臨時開館・休館予定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。

開催中の展覧会と関連イベント
開催中〜
12月25日（土）

ペーター・フィッシュリ ダヴィッド・ヴァイス
絵本を読もう
絵本『そしたらそしたら』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＝12月4日（土）14:00〜14:30
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＝12月23日(木・祝) 15:00〜16:00
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、当日の本展観覧券が必要)

クリスマス特別企画

ギャラリーツアー&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よるクリスマス特別企画。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、特製クリスマスデザート付きのスペシャルランチをご提供します。
日時＝12月19日（日）11:00〜（11:00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

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

子ども向けワークショップ
「わたしの“いい家”、どんないえ？」
あなたの家は”いい家”ですか？

”いい家”って何だろう？

このプログラムでは、高嶺さんや渡辺さんが多くのメンバーと共に作った「家」を探検します。
自分にとっての”いい家”とはどんな家なのか、想像をふくらませ、スケッチや言葉で表現してみましょう。
日時＝12月18日（土）10:30〜15:00
対象＝小学生

定員＝先着10名

会場＝金沢21世紀美術館

料金＝参加無料

キッズスタジオ

持ち物＝昼食、飲み物

※お電話（076-220-2801）にてお申し込みください。定員になり次第、締め切ります。

絵本を読もう
絵本『ぼくのうちはゲル』ほかを読んだあと、プロジェクト工房にできた“家”を担当エデュケーターと一緒に探検します。
日時＝12月19日（日）11:00〜11:30
料金＝無料

集合場所＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房前

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
担当エデュケーターが展覧会の見どころを紹介します。
日時＝12月19日(日) 14:00〜14:40

本資料に関する
お問い合わせ

集合場所＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房前

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

料金＝無料
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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）

ギャラリー・トーク
日時＝12月11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)

絵本を読もう
絵本『マドレンカ』を読んだあと、スタッフと一緒に展示作品を見に行きます。
日時＝12月11日（土）14:00〜14:30
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

D&DEPARTMENT PROJECT
Only honest design can be recyclable
本当のデザインだけがリサイクルできる

開催中〜
2011年1月30日（日）
デザインギャラリー

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。

トークイベント 「ニッポンのロングライフデザイン」
日時＝12月11日（土）15:00〜16:30

会場＝金沢21世紀美術館

レクチャーホール

出演＝ナガオカケンメイ (D&DEPARTMENT PROJECT 代表)、秋元雄史 (金沢 21世紀美術館館長)
定員＝先着90名 (事前申し込み不要。定員を上回った場合、お立ち見となる場合があります。) 料金＝無料

11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＝12月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、19日(日)、23日(木・祝)、25日(土)、26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＝12月11日(土) 13:00〜16:00

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。
12月の開催日＝12月2日(木)、7日(火)、9日(木)、14日(火)、16日(木)、21日(火)
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
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12月のステージ/イベントプログラム
二十一世紀塾二〇一〇 no.2

12月11日 (土)
第1部：映像上映 14:00〜
第2部：トーク 18:00〜

遠藤水城 × 志賀理江子 × 比嘉豊光
「フォト・ライフ・フォト・ライフ」

シアター21

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、発展させて行く「二十一世紀
塾」。今回は、インディペンデント・キュレーターの遠藤水城氏をモデレーターに、写真家の志賀理江子氏と
比嘉豊光氏をゲストに迎えます。
志賀理江子と比嘉豊光。住んでいるのは宮城と沖縄。年はちょうど30離れている。ほとんど全く接点がない
かもしれない二人が出会ったとき、何が起こるのだろう。日本の民俗学と写真史において特権的な場所であ
る「東北」と「沖縄」を二人がその活動の拠点としていることから何かが見えてこないだろうか、というのが
最初の思いつきなのだが、僕のそんなベタな設定を二人は絶対的に裏切ってくれるだろう。そのくらいこの
二人の「写真をめぐる方法論」は圧倒的な固有性をもっているのだ。比嘉豊光の映像作品と併せて、トークを
是非楽しみにしてほしい。あなたの「生活」とあなたのまわりの「映像」の関係が、幸福なかたちで組み換わる
会になることを、僕は強く願っています。
（遠藤水城）
日時＝12月11日（土）
［第1部］比嘉豊光 映像作品上映
14:00〜15:00「島クトゥバで語る戦世―900人の記憶―」60分 / 2007年 / DVD
15:30〜16:50「ナナムイ第１章

神歌編」80分 / 2003年 / DVD

［第2部］トーク 出演＝遠藤水城、志賀理江子、比嘉豊光
18:00〜（17:30開場）
※第1部は参加自由です。
（ただし、本トークイベントのチケットが必要。）
金沢初公開。比嘉豊光の映像作品を見る貴重な機会です。是非ご覧下さい。
出演＝モデレーター 遠藤水城（インディペンデント・キュレーター）
ゲスト

志賀理江子（写真家）、比嘉豊光（写真家）

料金＝＜全席自由・1ドリンク付＞前売＝1,500円/当日＝2,000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: 618-296) http://t.pia.jp/ (電子チケットぴあ)
ローソンチケット(Lコード: 53356) http://l-tiket.com/ (ローチケ.com)

12月23日(木・祝)

music@rt seasonⅣ Merry Marubi Christmas Ⅳ

13:30〜16:00

Christmas Fantasy

館内交流ゾーン、金沢駅／他

美術館内に美しい音色が響き渡るmusic@rtシリーズ seasonⅣです。クリスマススペシャルの今回は、石川
県在住の小学生から高校生までの子どもたちで構成されたOEKエンジェルコーラスが参加します。金沢21
世紀美術館、金沢駅、近江町市場、香林坊アトリオなど、金沢の街中を今年も天使たちの歌声が通り抜けま
す。金沢21世紀美術館交流ゾーンでのクリスマスコンサートもお楽しみに!
会場＝金沢21世紀美術館 交流ゾーン
金沢駅 / 近江町市場 / 香林坊アトリオ（アトリオステージ）/ 美術館周辺・柿木畠通り（雨天中止）
出演＝石川公美、トロイ・グーギンズ、清水史津、OEKエンジェルコーラス
料金＝無料
曲目：エンジェルコーラス：もみの木、赤鼻のトナカイ、ホワイトクリスマス

他

主催：金沢21世紀美術館[(財)金沢芸術創造財団]、オーケストラ・アンサンブル金沢[(財)石川県音楽文化振興事業団]
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美術奨励の日 12月11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。

12月の休館日
6日(月) / 13日(月) / 20日(月)

年末年始の完全閉館期間
12月27日(月) 〜 2011年1月1日(土)

年始の臨時開館日
1月2日(日)、3日(月)
開館時間 9:00〜18:00
各展覧会の開場時間 10:00〜17:00／プロジェクト工房 12:00〜17:00 (チケットの販売及びご入場は閉場の30分前まで)
カフェ・レストラン「フュージョン21」およびミュージアムショップ1、2の営業時間 10:00〜17:30
なお、キッズスタジオ、託児室、アートライブラリー、茶室、市民ギャラリー、シアター21は閉場します。

金沢21世紀美術館 友の会の営業について
12月27日（月）〜2011年1月3日
（月）まで休業
来館での入会・更新の手続きやポイントの交換の受付は1月4日(火)以降開始します。
※なお、ポイントサービスのポイント発行は主催展覧会入口にて通常通り行います。

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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