PRESS RELEASE

展覧会名
会

期

2012.2.10

押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
2011年11月23日（水・祝）→ 2012年3月20日（火・祝）
開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）チケットの販売は閉場30分前まで
休 場 日 / 毎週月曜日
（ただし、
1月2日、
9日、
3月19日は開場）、
12月29日〜1月1日、
1月10日

会

場

金沢21世紀美術館

料

金

◎ 一般1,000円（800円）/ 大学生800円（600円）/ 小中高生400円（300円）/ 65歳以上の方800円
※（

展示室7〜10

）内は団体料金（20名以上）及び前売りチケット料金

※「モニーク・フリードマン展」との共通観覧券になります。
※本展チケットにて「サイレント・エコー

コレクション展Ⅱ」も観覧可

前売りチケット：チケットぴあ tel.0570-02-9999（Pコード：764-839）
ローソンチケット tel.0570-000-777（Lコード：58013）
販売期間：10月23日より2012年3月20日まで
主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

協

力

有限会社ウルトラタマ、gm projects

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

TEL 076-220-2800

展覧会担当／平林恵 広報担当／ 黒田裕子、落合博晃、沢井美里
〒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

PRESS RELEASE

展覧会について

効率や分かりやすさを優先する現代社会のなかで、自由であるはずの創作活動にまで、私たちはマニュアル
を求めていないでしょうか。
つくること、
つくるものに対して理由や評価の基準を求めていないでしょうか。
高度な技術をもつ「部長」石澤彰一が、手芸の経験や技術をもたない「男前部員」と結成した「押忍！手芸部」
は、
「不器用上等！」を宣言し、技術やルールより、個人のつくりたい気持ちやつくる楽しさを尊重する活動
を続けてきました。7人の部員を中心としたユーモアあふれる伸びやかな部活動は、ものづくりに当たり前
のように横たわる既成概念を、鮮やかに覆してみせます。
デザイン、アート、音楽、イベントプロデュースなどジャンル横断的な活動で注目されるアーティスト、豊嶋
秀樹は、人や場との出会いを表現の出発点とし、モノや人、場との関係から、次々と新たな出来事を作り出し
てきました。従来の枠組に収まらない多様な活動は、媒介者でもあり表現者でもある豊嶋独自の視点で組み
立てられています。
本展では、
「押忍！手芸部」と豊嶋秀樹が初めて出会います。豊嶋は「押忍！手芸部」の精神を読み解いて展示
空間を構成し、
「押忍！手芸部」はその空間で部活動を展開します。

押忍！手芸部
教訓

展覧会の特徴

「押忍！手芸部」
の活動を本格的に紹介する初の展覧会
部長

石澤彰一を中心に結成され、常識にとらわれない自由な創作活動が注目されている「押忍！手芸部」。

その活動は、
「ものづくり」の本質を問い、現代美術のあり方をユーモアと皮肉を交えて批評しています。
「押忍！手芸部」の活動が美術館で紹介されるのはこれが初めてです。
「部活動」から生まれた作品を一堂に
展示するほか、会場内に「部室」を設け、部長の日常や「部活動」そのものをまるごと公開します。

豊嶋秀樹による空間構成
本展では、モノと人と場をつなぎ出来事を作り出す豊嶋秀樹の仕事に光を当てます。
近年、キュレーターや出品作家とのコラボレーションとして豊嶋が手がける空間構成は、独自の視点を織り
込んだ創造的な仕事となっています。
今回、豊嶋は、
「押忍！手芸部」の活動を体感するための仕掛けをつくります。部長や鑑賞者、作品たちを迎え
て、展示空間は劇場と化します。

「自画大絶賛」の「部活」開催
会期中、
9日間にわたり、
展示会場にて
「部活」
を実施、
公開します。
周囲の評価によらず、作り手が楽しみながら個性を最大限に発揮できる創作の場が、
「押忍！手芸部」の主要
な活動である
「部活」
です。
ぜひ
「自画大絶賛」
を体験してみてください。
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展示プラン

主演：押忍！手芸部、演出：豊嶋秀樹 の展覧会

（展示室 7〜10, 及び通路）

豊嶋秀樹による展示プラン
展示室7,8, 通路

豊嶋秀樹による展示プラン
展示室9,10
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広報用画像

画像1〜5、A〜Jを広報用にご提供いたします。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。
Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、
レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送り下さい。
※アーカイヴの為、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

展覧会風景

展示室7前通路 「自画大絶賛」
展覧会
1

1
押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
「自画大絶賛」展覧会
展示風景
撮影：表恒匡（SANDWICH GRAPHIC）

「押忍！手芸部」部長の自画大絶賛作品を紹介します。

展示室7 「自画大絶賛」
ステージ
2

3

2,3
押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
「自画大絶賛」
ステージ
展示風景
撮影：表恒匡（SANDWICH GRAPHIC）

観る側から作る側へ…自画大絶賛の舞台が広がります。
気軽に仮入部して、気軽に仮自画大絶賛体験ができるプログラム（部活）を気軽に実施します。
＊部活運営協力：The Jiga Daizessans（ザ自画大絶賛ズ）

展示室8 自画大絶賛
（最新・
・
・
・
・
・
・
・
・
・）
4

5

4,5
押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
自画大絶賛（最新・・・・・・・・・・）
展示風景
撮影：表恒匡（SANDWICH GRAPHIC）

押忍！手芸部の
コレクション（最新・・・・・・・・・・）です。
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展示室9 ちょっと暗い倉庫
6

6
押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
ちょっと暗い倉庫
展示風景
撮影：表恒匡（SANDWICH GRAPHIC）

自画大絶賛作品約600点が詰まっています。

展示室10 お部室
（仮）
7

7
押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹『自画大絶賛（仮）』
お部室（仮）
展示風景
撮影：表恒匡（SANDWICH GRAPHIC）

アーティスト
プロフィール
A

部長の仕事部屋兼部室。会期中、時々部長が現れます。
「公開部活」も実施。

石澤彰一（押忍！手芸部・部長）
1963年、
東京生まれ。
1985年、
文化服装学院デザイン専攻科卒業。
1989年、
フリーランスデザイナーとして渡仏。
日本の企業に企画やデザインを提供。
1990年、
帰国後、
衣装、
アクセサリー、
グラスデザインを手がける。
1994年、
ワイズ・ビスに入社。
iwishデザイナーとして企画デザインに携わる。
以後も様々な会社で企画デザイン、
アートディレクションを手がける。
1998年、
有限会社ウルトラタマを設立。
ファッション、
雑貨、
インテリア等のデザイン、
プロデュースを行う。
東京コレクションにて
「SHOICHI ISHI AWA / ULTRA TAMA」
を発表。
2003年、
手芸が出来ない男前部員を集め
「押忍！手芸部」
を結成。
技術やルールにとらわれず個性を重視した
「部活」
を通して、
新たな価値観を提案する試みが注目されている。

B

豊嶋秀樹
1971年、
大阪生まれ。
1993年、
サンフランシスコ・アート・インスティチュート卒業。
1998年より
「graf」
メンバーとして生活全般に関わるデザイン、
ものづくりを行う。
2001年、
チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザイン修了。
2003年、
オルタナティブスペース
「graf media gm」
の企画制作を担当。
2006年、
当館主催の奈良美智展
「Moonlight Serenade —月夜曲」
において、
YNGメンバーの1人として展示やプロ
グラム運営に参加。
2009年より「gm projects」のメンバーとして活動。作品制作から空間構成、ワークショップ、イベント企画など、
多様で柔軟な表現活動が注目される。
photo: Lieko Shiga
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関連プログラム
※ 詳細は後日ウェブサイトにて
発表いたします。

C

豊嶋秀樹によるギャラリー・ツアー
［日時］11月23日（水・祝）17:00〜18:00 ［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、本展観覧券が必要）

「押忍！手芸部」部長によるエレキミシン・ライブ
エレキミシンを使って、部長が即興で作品を制作します。
［日時］11月23日（水・祝）18:30〜19:00頃 ［集合場所］金沢21世紀美術館 レクチャーホール
［料金］無料

部活：3日間連続ワークショップ
★シーズン1： 12月16日（金）、17日（土）、18日（日）※終了しました
参考画像
押忍！手芸部「エレキミシン・ライブ」2010年
（gg Lock Art Festival, スウェーデン）

★シーズン2： 12月23日（金・祝）、24日（土）、25日（日）※終了しました
★シーズン3： 3月16日（金）、17日（土）、18日（日）
1日目は18：00開始、2、3日目は14：00開始。各回1時間半程度（各シーズン共通）
※ 各シーズンとも3日間連続のプログラムとなります。
（内容はシーズンごとに異なります。当日、部長が発表します）

［会場］展覧会場内・部室 ［対象］大人、大人と子ども（はさみを使えること）
［定員］50人（申込先着順）［持ち物］はさみ（布や糸を切ります）、部費
［部費］1人3900(サンキュー)円（3回分の材料費込）※友の会メンバー：3400円
［申込方法］お申し込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。

部活：ロボぐるみ
［日時］2月19日（日）14:00〜16:00 ［会場］展覧会場内・部室
［集合場所］レクチャーホール ［対象］中学生以上 ［定員］24人（申込先着順）
［持ち物］材料は全て用意しますが、使いたい素材（布や手袋、靴下など）があればお持ちください。
［部費］1人3,000円（材料費込）※友の会メンバー：2,500円

*当日精算です

［申込方法］当館WEBサイトのお申し込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。

豊嶋秀樹の集中講義（カリー）
［日時］2月25日（土）26日（日）両日13:00〜19:00
［集合場所］会議室１ ［対象］18歳以上
［定員］15人（申込先着順、申込〆切：2月20日）
［持ち物］カレーを食べるために必要な食器、
「クリエイティブな自己紹介」に必要なもの
※詳細はお申し込み後、ご連絡いたします。
［参加費］2日間3,000円（1日のみ参加の方は2,000円）※カレー代込み
◎2日間参加されることをおすすめします！ *当日精算です
［申込方法］当館WEBサイトのお申し込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。
申込み方法の詳細は当館WEBサイトをご覧ください。

クロージング・イベント：押忍！手芸部 と 豊嶋秀樹
［日時］3月20日（火・祝）16:00〜18:00 ［会場］展示室内
［料金］無料（ただし、本展観覧券が必要） ［定員］先着80名

学芸員によるギャラリー・トーク
［日時］1月7日（土）18:30〜19:00 / 2月18日（土）18:30〜19:00
［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）

絵本を読もう
［日時］2012年3月10日（土）15:00〜（約30分）［集合場所］レクチャーホール前
［対象］子どもから大人まで ［料金］無料
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出版刊行物

「押忍！手芸部」の作品を分類して解説する「図鑑」、展覧会風景、2人の作家の対談
などを収めた展覧会カタログを刊行。
『押忍！手芸大図鑑』
仕様：210 x 135mm
言語：一部英文併記

「押忍！手芸部」の
活動と作品

頁数：128頁（カラー）
アートディレクション：豊嶋秀樹

デザイン：坂田佐武郎

定価：1,890円（税込）

発行：株式会社青幻舎

発売日：2012年2月8日

D

E

F

押忍！手芸部《レンジャー5》2004年

押忍！手芸部《顔パス》2004年

（参考画像）

G

H

押忍！手芸部
《re-ma-ke：首都高速道路株式会社》
《サルエル》2010年

押忍！手芸部《ロボぐるみ》部活風景 2004年

押忍！手芸部《歯ぶらし・え？ストラップ》2007年

I

J

押忍！手芸部《タベル》2008年

押忍！手芸部《うでやん》2009年
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