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金沢21世紀美術館 8月のプログラム
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2011年8月に実施される金沢21世紀美術館主催の催しについてお知らせいたします。
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
Inner Voices—内なる声

開催中〜
11月6日（日）

ギャラリー・ツアー with キュレーター
本展キュレーターが展覧会会場を案内しながら作家と作品について紹介します。
日時＝8月5日（金）19:00〜19:40 会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前
料金＝無料
（ただし、
当日の本展観覧券が必要） ※事前予約不要

絵本を読もう
絵本を読んだあと、キュレーターといっしょに展示作品を見に行きます。
日時＝8月27日（土）13:00〜13:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 授乳室前（キッズスタジオ横）
料金＝無料

イェッペ・ハイン

360°

開催中〜
8月31日（水）

キュレーターによるギャラリーツアー
日時＝8月20日（土）14:00〜14:40

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）

「イエッペ・ハイン 360°」こども鑑賞プログラム
「鏡の迷宮を探険しよう」
イエッペ・ハインさんの作品《回転する迷宮》は、丸い部屋の中でたくさんならんだ鏡の柱がゆっくりと動きながら、誰か
が迷い込むのを待っているかのようです。あなたもいっしょに、鏡の世界を探険してみませんか?
日時＝8月18日(木)、25日（木）①9:45〜10:15 ②13:00-13:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前
対象＝小学生（保護者同伴可） 料金＝無料

「イェッペ・ハイン
「イェッペ・ハイン

料金＝先着10名（電話予約076-220-2801）

360°」展覧会カタログ刊行《予約受付中》

360°」のカタログを刊行し、当館ミュージアムショップにて販売いたします。

タイトル：
『イェッペ・ハイン
仕様：200 x 200 mm

360°』

日／英併記

頁数：総120頁（カラー48頁） 定価：2,600円
（税込） デザイン：下田理恵
発行：金沢21世紀美術館 発売日：2011年8月6日予定
ご予約・お問い合わせ

本資料に関する
お問い合わせ

金沢21世紀美術館 ミュージアムショップ TEL 076-236-6072

広報担当： 黒田、落合
〒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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ピーター・マクドナルド： 訪問者

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

「サロン」 会場＝長期インスタレーションルーム、他
作品展示＝2011年4月16日（土）〜2012年3月20日（火・祝）料金＝無料
展示内容＝絵画13点、ドローイング25点展示
「ディスコ」 会場＝展示室13、他
ギャラリー / 2011年6月18日（土）〜2011年9月16日（金）料金＝無料
ディスコ / 2011年9月17日（土）〜2012年3月20日（火）
料金=当日のコレクション展の観覧券でご覧いただけます。

絵本を読もう
日時＝8月6日（土）14:00〜14:30、
7日（日）11:00〜11:30
集合場所＝金沢21世紀美術館 展示室13
料金＝無料

art-ZINE :
冊子型アート・コミュニケーション

開催中〜
9月25日（日）
デザインギャラリー

ワークショップ「ZINEを作ろう」
福井のオルタナティブスペースFLATを基点にZINEのワークショップを展開する製本、印刷のプロが本展にあわせてワー
クショップを開催。art-ZINEを作ってみたいけれど、どうやって冊子にしたらいいかわからないという方、おもしろい冊子
の作り方を知りたいという方、ぜひご参加ください。コンテンツは自由。紙や大きいホッチキス、糸など基本のart-ZINE作
りに必要なものを用意しておきます。気軽に、初めてのart-ZINE作りにチャレンジしてみましょう。
日時＝8月20日（土）13:00〜16:00（各回とも内容は同じです）
会場＝金沢21世紀美術館 会議室1

料金＝無料

定員＝15名
（事前電話申込により先着順。
TEL 076-280-2801） 対象＝小学生以上
講師＝宮永英治、内原誉志正（藤田製本印刷株式会社）、内田裕規、杉本ふみ（株式会社ヒュージ）

art-ZINE募集中。
詳細はウェブをご覧ください。
http://www.kanazawa21.jp/

8月のキッズスタジオプログラム
ハンズオン・まるびぃ!

プレイルーム

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！
（内容は日によって変わります。）

かたちで遊ぼう
いろいろな形や色のブロックをどんどんつなげよう

まるびぃ絵日記をかこう
今日の”まるびぃ”で見つけたことや思い出をかこう

玉クラブ「ムシむしコレクション」
新種の虫を紙や毛糸で作って、大きな玉の虫カゴにかざろう。
日時＝8月6日（土）、7日（日）、12日(金)、13日（土）14日（日）、15日(月)、20（土）、21日（日）、27日（土）、28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

2

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）
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8月のステージ/イベントプログラム
川口隆夫 ∞ ディック・ウォン ∞ 今泉浩一

8月27日（土）、28日（日）
＜全2回公演＞

Tri_K

シアター21

香港のパフォーマー／俳優のディック・ウォンと、
2008年にはベルリン国際映画祭のパノラマ部門に招聘さ
れた映画監督／俳優の今泉浩一、
そして日本を代表するマルチメディア・パーフォーマンス・グループ
「ダムタ
イプ」で活躍する川口隆夫。バックグラウンドの違う３人が、三者三様の異なるアプローチでダンス、テキス
ト、
ドラマ、
映像という複数の次元をコラージュする意欲作。
日時＝8月27日 (土) 18:00開演 (17:30開場)
8月28日 (日) 15:00開演 (14:30開場)
料金＝＜全席自由＞前売=2,500円 / 当日=3,000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
ローソンチケット(Lコード: 55316) TEL 0570-000-777

金沢『Tri_K』ワークショップ
『Tri_K』のパフォーマー3名は、バックグラウンドも違えば、”ダンス”のスタイルもテクニックもバラバラ。そうしたメン
バーが集まって、いったいどんな作品ができるのか。このワークショップでは、
「どこが同じで、何が違うか」という視点か
ら、
『Tri_K』のいくつかのシーンをWS参加者で実際に作り直し、クリエーションのプロセスを体験します。
日時＝8月25日（木）19:00〜21:30

会場＝金沢21世紀美術館シアター21

講師＝川口隆夫、ディック・ウォン、今泉浩一
定員＝10名
（先着順・要申込） 参加費＝1,000円
対象＝作品制作のプロセスに興味のある方
（特にダンス経験の有無は問いません）
お申込み方法＝電話またはFAXにてお申込み下さい。
FAXの方は、
氏名、
性別、
年齢、
電話番号、
メールアドレス、
経験、
応募理由をご記入の上、
下記までお送りください。
お問い合わせ
（交流課）
＝TEL 076-220-2811
（電話受付は火〜金12:00〜18:00）
FAX 076-220-2802

金沢コミュニティシネマ／シネモンド企画2011

8月22日(月)、23日(火）

こども映画教室2011＜初等クラス＞

シネモンド

金沢21世紀美術館

今年も、こども映画教室〈初等クラス〉を金沢21世紀美術館とシネモンドにて開校します。
《プログラム》
●映画館を探検しよう！
大きいスクリーンのうらがわは？ まちなかの映画館シネモンドを探検します。
●映画はどこからやってきたの？
世界でいちばんさいしょの映画ってどんな映画？
●ゾーエトロープ視覚玩具工作
どうして絵が動いて見えるのかな？ 工作で絵を動かしてみよう！
●映画鑑賞と、お話会
イランのえいがってみたことある？ えいがをみたらおはなししよう！
対

象＝原則として小学生

定員＝30名（先着順）

参加費＝3000円 ※2日間通し（兄弟姉妹割引：2人目から2500円）
申

込＝参加者と保護者の氏名、学年、メールアドレス、電話番号を明記の上、FAXまたはメールでお申込みください。
詳細については、参加者に直接ご連絡いたします。

お申込み・お問合せ
金沢コミュニティシネマ「こども映画教室」事務局（上野）
TEL:076(220)5007／FAX:076(220)5008
E-mail: mail@cine-monde.com

8月の休館日
1日(月) / 8日(月) / 22日(月) / 29日(月)
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共催展覧会情報
海みらいアートプロジェクト「ピンクとエッロ」
金沢21世紀美術館「サイレント・エコー

コレクション展」より

今年5月に新しく開館した金沢海みらい図書館 交流ホールで金沢21世紀美術館のコレクション作品
トニー・アウスラー作《ピンク》、
《 エッロ》が展示されます。

トニー・アウスラー《ピンク》2003年
©Tony OURSLER photo: KIOKU Keizo

会期＝2011年8月4日（木）〜8月30日（火）
会場＝金沢海みらい図書館１階交流ホール
開場時間＝火曜、木曜、金曜 10:00〜18:00 ／ 土曜、日曜10:00〜17:00
料金＝入場無料
○期間中、
「 絵本の読み聞かせ」と「ギャラリー・トーク」を行います。
日時＝8月11日（木）、8月26日（金）
両日とも「絵本の読み聞かせ」14:00〜14:30、
「 ギャラリー・トーク」14:30〜15:00
料金＝参加無料
主催＝金沢海みらい図書館 共催＝金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］
詳細お問い合わせ先＝金沢海みらい図書館 TEL：076-266-2011

トニー・アウスラー《エッロ》2003年
©Tony OURSLER photo: KIOKU Keizo

本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 黒田、落合
〒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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