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金沢21世紀美術館7月のプログラム
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2015年7月に実施される金沢21世紀美術館主催事業についてお知らせいたします。
各催しの告知ならびに当日のご取材など、ぜひ貴媒体にて報道して頂きたくお願い申し上げます。
各事業の詳細につきましては、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
コレクション展１ あなたが物語と出会う場所

開催中〜

11月15日（日）

この展覧会では、
「あなたが物語と出会う場所」をテーマに、金沢21世紀美術館のコレクションを中心に13
点の作品を紹介します。何かの物語が込められている作品が展示されている一方で、見る側が展示された
作品やそれの置かれた空間から自分だけの物語を紡ぎだす場合もあります。島々のように点在する七つの
展示室（恒久展示 カプーア作“L’Origine du monde”を含む）を巡りながら、作品と出会うことによって、
自分のこころの中にどんな物語が生まれるのでしょうか。
出品作家：イ・ブル、大巻伸嗣、小沢剛、できやよい、中村錦平、藤浩志

ギャラリートーク
日時＝7月11日
（土）
14:00〜（1時間程度）
集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前 場所＝金沢21世紀美術館 展示室1-6
担当キュレーター＝立松由美子
料金＝無料・予約不要
（ただし展覧会観覧券必要 ）
※7月11日は美術奨励の日です。
金沢市民であることを証明できるものをご提示いただくとコレクション展は無料で観覧できます。

ザ・コンテンポラリー１

われらの時代：ポスト工業化社会の美術

開催中〜

8月30日（日）

キーワードは「関係性」
「 日常」
「 メディア」
「 ヴァナキュラー」です。工業化社会からの構造変化を遂げた21
世紀。低成長経済が長期化する中、少子高齢化、地方の疲弊が進行し、孤独死の問題など「関係性」が求めら
れています。一方、SNSやスマートフォンによる常時接続の普及など個人メディアが発達した時代でもあ
ります。こうした時代に生まれた美術を探ります。
参加作家：泉太郎、宇川直宏、大久保あり、金氏徹平、小金沢健人、スプツニ子！、束芋、三瀬夏之介、八木良太（〜9/6、会場：長
期インスタレーションルーム）、アルマ望遠鏡プロジェクト（〜11/15、会場：デザインギャラリー）

本資料に関するお問い合わせ

金沢 21世紀美術館 広報担当： 落合・中山
〒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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今後開催される展覧会のプレ・プログラム
「日本の夏1984（仮）」展 プレ企画

連続トークショー 第2回

7月12日（日）

関東における80年代の現代美術
当館は、水戸芸術館とともに、1980年代の日本の現代美術を検証する展覧会を計画しています。それに向
けてのプレ企画として、今後数回にわたりトークショー、シンポジウムなどを行っていく予定です。今年3
月に水戸芸術館で「関西における80年代の現代美術」をテーマに開催した第1回目に続き、第2回目を金沢

21世紀美術館で行います。
日時＝2015年7月12日（日）14：00〜15：30（開場13：45）
会場＝金沢21世紀美術館レクチャーホール
料金＝無料
定員＝80名（当日先着順）
出演＝峯村敏明（美術評論家）
村田 真（美術ジャーナリスト）
浅井俊裕（水戸芸術館現代美術センター芸術監督）
モデレーター＝鷲田めるろ（金沢21世紀美術館キュレーター）

ザ・コンテンポラリー3

Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊

バイオ・アート・ハッカソン（Bio Art Hackathon）

7月24日（金）〜
7月26日（日）

今年9月から開催される展覧会「Ghost in the Cell」のプログラムのひとつとして、バイオテクノロジーと
芸術の交差に焦点をあてた日本初の開発イベント「バイオ・アート・ハッカソン（Bio Art Hackathon）＊」
を7月24日（金）〜26日（日）の3日間、金沢21世紀美術館で開催します。
このハッカソンでは、プロ・アマを問わず、芸術／工学／生物学のいずれかの分野で研究・実践しながらも
他分野と交流し、未来の新しい可能性を探りたい人を募集。展覧会に先立ち作成された歌声合成ソフト「初
音ミク」のDNA を素材に、インターネット上で公開されている動植物の遺伝情報などを使用して、芸術的
発想と科学的思考を融合させた作品を共につくりあげます。そして、科学／工学／芸術分野の第一線で活
躍する審査員が、優秀作を選考し表彰します。ここから生み出されたものは9月からの展覧会にも反映され
る予定です。
＊ ハッカソン

Hackathonとは、コンピュータープログラムを書くことを指すハック（hack）とマラソン（marathon）を組み合わせたIT用語で、

同じテーマに興味を持った開発者が集まり、数時間から数日の一定期間中に、集中的にアイデアや技術を競い合う開発イベントのこと。

日時＝7月24日（金）〜26日（日）

1日目 7月24日（金）10:00〜21:00 ※アイスブレイク、機材説明、懇親会を含む
2日目 7月25日（土）9:00〜21:00
3日目 7月26日（日）9:00〜21:00 ※プレゼンテーション・審査、講評会を含む
会場＝金沢21世紀美術館

プロジェクト工房

ゲスト＝八代嘉美（京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門准教授）
林千晶（株式会社ロフトワーク代表取締役／MITメディアラボ所長補佐）
江渡浩一郎（独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員／ニコニコ学会β実行委員長）
モデレーター＝BCL（本展出品作家 下記4名）
福原志保（アーティスト／ハーバード大学医学部遺伝子工学科客員研究員）

Georg Tremmel（アーティスト／東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター特任研究員）
吉岡裕紀（アーティスト／早稲田大学理工学術院電気・生命情報工学科嘱託研究員）

Phillip Boeing（アーティスト／ロンドン大学助手）
募集人数＝20名程度
料金＝無料
募集期間＝6月29日（月）〜7月15日（水）24:00まで
※応募資格等、詳しくは当館ウェブサイトをご覧下さい。
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7 月のキッズスタジオ・プログラム
キッズスタジオ・プログラム

ハンズオン・まるびぃ!
子どもも大人もいっしょに楽しめるスペースです。いろいろな造形遊びで、工夫と発見を楽しもう！

プレイルーム
日時＝7月4日（土）、5日（日）、11日（土）、
12日（日）、18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、25日（土）、26日（日）
「ふしぎなイス」の神様

13:00〜16:00（自由入場）
場所＝キッズスタジオ

対象＝子どもから大人まで（小さなお子さんは保護者同伴） 料金＝無料

（下はプログラムの例です。内容は日によって変わります。）

まるびぃ七百不思議
まるびぃで見つけた不思議なものをカードに書いて、みんなで「まるびぃ不思議地図」を作ろう。

キッズスタジオ・プログラム

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」
キッズスタジオ内にある小さいお子様連れの方をサポートするスペースです。
小さなお子さんとのお散歩やひと休みするスポットとしても、ぜひご活用ください！
開催日＝7月16日（木）までの毎週火木 10:00〜12:30（自由入場）
会場＝キッズスタジオ

対象＝未就学児とその保護者

料金＝無料

アートライブラリー・プログラム

絵本を読もう 「コレクション展1」とともに
絵本の読み聞かせのあと、展覧会を鑑賞しましょう。

日時＝7月11日（土）14:00〜（約40分） 対象＝子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
料金＝無料

集合＝授乳室前（キッズスタジオ横）

読み手＝大西洋子（ライブラリアン）
作品案内＝立松由美子（展覧会担当キュレーター）

7 月のステージ・イベントプログラム
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.18

パリの気骨 − パリはピンクのマカロンの
ような街だけではありません −

7月4日（土）
シアター21

アートやファッション、そして現代社会についてモレシャン流の鋭い視点で時代を切り取る人気のトー
クシリーズ。今回はエッフェル塔やルーヴル美術館、ファッショントレンドや三ツ星レストランなど、私
たちが思い浮かべるいつものパリのイメージだけではない、よりディープなパリの実像をモレシャンが
ご案内します。
ドレスコード：赤、白、青のトリコロールカラーをあしらって
日時＝7月4日
（土） 開場13:30 開演14:00

会場＝シアター21

料金＝1,500円（当日精算）1ドリンク付き

定員＝80名先着順 ※定員に達したため、申込受付を終了しました。
※友の会会員の方は優先入場特典があります。開場時間までにお集まりください。
（入場時に会員証提示）
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7月11日（土）

映画の極意vol.16

サイレント映画の極意〈生伴奏&活弁つき〉

12日（日）
シアター21

今年で120年を迎える映画は、最初の約40年間は音声がついておらず、生伴奏とともに上映されていまし
た。今回の「映画の極意」は、デジタル化が進んだ今だからこそ、あえて映画の原点にかえり、16mmフィル
ムの無声（サイレント）映画を、金沢21世紀美術館のハウスピアノ：ベーゼンドルファーとパーカッション
による生伴奏、さらに活弁つきで上映し、劇場でしか味わえない豊かな映画体験をお楽しみ頂きます。
【プログラム】
7/11（土） 13:00 ロイドの都会っ子（12分）
、黒白双紙（36分）
◎、キートンの警官騒動（24分）
15:30 國士無双（25分）
、シーク（73分）
◎
18:00 チャップリンの両夫婦（12分）
、陽気な巴里っ子（67分）
◎
7/12（日） 10:00 塙（ばん）団衛門 化け物騒動（証城寺の狸囃子）
（10分）
◎、海底王キートン（61分）
13:00 ワークショップ
◎ ピアノ伴奏のみ
日時＝7月11日
（土）、7月12日
（日）
会場＝シアター21
出演＝柳下美恵（ピアノ）、Momee（パーカッション）、大森くみこ（活動写真弁士）
＜料金＞
●1回鑑賞券（当日券） 一般 1,500円 ／ 大学生以下 800円（要学生証提示）
※友の会会員の方は会員証の提示により料金が割引になります。
（一般 1350円／大学生以下 700円）
※未就学児（4歳以上）は入場無料。3歳児以下の入場はご遠慮願います。
託児サービスをご利用下さい。
●2回鑑賞券（前売券） 一般 2,400円 ／ 大学生以下 1,200円（要学生証提示）
※2回鑑賞券は、鑑賞券2枚綴りとなっています。
＜チケット取扱＞
・窓口販売

金沢21世紀美術館ミュージアムショップ：TEL 076-236-6072

※窓口販売のみ 平日（月休）
・日 10:00〜18:30、
金・土10:00〜20:30
・Web予約

当館ウェブ申込フォームにて予約受付中

www.kanazawa21.jp

※詳細情報、タイムテーブルは当館ウェブサイトまたはちらしをご覧下さい。
＜楽士体験ワークショップ＞
サイレント映画に音をつける楽士を体験します。当時のおもちゃフィルムを教材に、自分が使っている楽器やオリジナルの
創作楽器、講師が用意したおもちゃ楽器などで映画に音楽をつけ、映画の一部になるような体験をします。
日

時＝7月12日
（日）13:00〜17:00
（休憩あり）※16:30〜発表会

会

場＝金沢21世紀美術館シアター21

講

師＝柳下美恵

参加費＝1,000円
定

員＝10人
（事前申込・当日精算）

対

象＝小学4年生〜中学3年生まで

申込・問合せ＝TEL 076-220-2811
（交流課）
※ワークショップの見学はご遠慮ください。ただし、ワークショップ終了後に行われる発表会を公開します。
発表会は鑑賞無料ですが、映画鑑賞券半券をお持ちの方を優先します。
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7月18日（土）

Noism1

近代童話劇シリーズ vol.1 「箱入り娘」

19日（日）
シアター21

日本初・国内唯一の公共劇場専属舞踊団として、新潟市民芸術文化会館を拠点に、舞踊家たちの圧倒的な身
体表現で物語を描き出すNoism。3年ぶりのスタジオ公演となる最新作は、100年前に創作されたバルトー
クのバレエ音楽「かかし王子」にのせて描かれるオリジナルの物語舞踊です。
「芸術創造において賞賛を浴
びるのは常に作品である」という芸術家の苦悩をテーマに、インターネットの普及等で今や誰もがゲイジ
ツカになれる現代社会において「表現」とは何を意味するのか、Noismが独自の解釈で描き出す、現代を生
きる大人とこどものための新シリーズ「近代童話劇」が開幕します。
日時＝7月18日
（土）18:00開演
（17:45開場）
7月19日
（日）17:00開演
（16:45開場）
会場＝シアター21
料金（全席自由）＝一般4,000円 学生2,500円 高校生以下1,500円
＜友の会会員特典＞
ミュージアムショッフ及び当日受付にてチケット料金1割引（会員証・学生証提示）
友の会専用ウェブサイトにて予約受付。http://www.kanazawa21.jp/tomonokai
優先入場あり。開場時間までにお越しください。
（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
※窓口販売のみ 平日
（月休）
・日 10:00〜18:30、
金・土10:00〜20:30
・ローソンチケット（Lコード:59377）TEL 0570-084-005
・石川県立音楽堂チケットボックス TEL 076-232-8632
※電話予約10:00〜18:00、窓口販売9:00〜19:00

美術奨励の日 7月11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」を毎月第二土曜日に設けております。
「 美術奨励の日」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。

7 月の休館日
6日（月）/ 13日（月）/ 21日（火）/ 27日（月）

本資料に関するお問い合わせ
広報担当：落合、中山
〒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
※展覧会・イベントの開催時期や内容等は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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