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2011年10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。

10月にオープンする展覧会
ベトナム絹絵画家 グエン・ファン・チャン
絵画修復プロジェクト展

10月22日（土）〜
2012年2月12日（日）
デザインギャラリー

ベトナムを代表する絹絵画家グエン・ファン・チャン（1892-1984）の作品修復プロジェクトを紹介しま
す。劣化が進行しつつある貴重な絵画作品を、日本の修復技術で救おうとする活動です。修復された絵画を
展示するだけでなく、修復へのプロセスを映像化し、プロジェクトの核心に迫ります。
画像：グエン・ファン・チャン「牛に乗って川を渡る女」
（修復前）1967年 個人蔵 71.8 x 51.9cm

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＝10月1日（土）14:00〜14:40 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
絵本の読み聞かせのあと、キュレーターによるミニトークがあります。
日時＝10月7日（金）19:00〜19:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前
料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで※小さなお子さんは保護者の方とご参加ください

対談：藤原由葵×山下裕二
日時＝10月8日（土）14:00〜16:00

出演者＝藤原由葵（出品作家）、山下裕二（明治学院大学教授／美術評論家）

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
料金＝入場無料（ただし、当日の本展観覧券が必要です）
定員＝80名（当日先着）＊整理券の配布はありません。

ワークショップ「身体を使って織る」
講師：呉夏枝（出品作家）
日時＝10月15日（土）13:00〜17:00
対象＝中学生以上
料金＝700円

会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

定員＝先着15名（定員に達し次第、締め切ります）

※要事前電話申込（TEL 076-220-2801／月曜日を除く10:00〜18:00）

◎ 展覧会カタログ販売中
社会学者の上野千鶴子氏、生物学者の福岡伸一氏はじめキュレーターのヴィヴィアン・ズィハール氏、ムルタザ・ヴァ
リ氏ら、多彩な執筆陣による展覧会図録。9人の女性アーティストの展示作品を中心に、各作家のこれまでの代表作も
収録されています。
［定価］2,100円(税込) ［取扱・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

本資料に関する
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9月17日（土）〜
2012年4月8日（日）

サイレント・エコー コレクション展 II
10月18日（火）より、山崎つる子作品《Work（10点）》が変貌します。

ギャラリー・トーク
担当＝村田大輔(金沢21世紀美術館 キュレーター)
日時＝10月14日(金) 18:30開始

集合場所＝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）

レクチャー「山崎つる子の"連鎖する旋律"から"ライヴ・ペインティング"まで」
担当＝村田大輔(金沢21世紀美術館 キュレーター)
日時＝10月22日（土）14:00〜15:30

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料
（当日本展観覧券が必要）

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。

Home Disco
本展覧会のために結成された北陸DJのショーケース・プロジェクト「Home Disco」。
出演者など詳細は決まり次第当館HPで発表します。
日時＝10月8日（土）、9（日）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）
全て13:30〜16:00頃（予定）
会場＝金沢21世紀美術館 展示室13

料金＝当日のコレクション展チケット

スクロール・ストーリー
ピーター・マクドナルドによる「能」をモチーフとした作品の特別展示を金沢能楽美術館で行います。
日時＝10月1日（土）〜2012年3月20日（火） 10:00〜18:00（入館は17:30まで）
展示替え 11月21日（月）
会場＝金沢能楽美術館
料金＝一般300円、65才以上200円、団体（20名以上）250円、高校生以下無料
主催＝金沢能楽美術館、金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］
お問い合わせ＝金沢能楽美術館

Tel: 076-220-2790
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10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

玉クラブ「糸まきハウス」ほか
大きな黄色い玉の作品を使って、秘密基地づくりなどいろいろな遊びにチャレンジします。

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絵日記にしよう。
日時＝10月1（土）, 2（日）, 8（土）, 9（日）, 10（月）, 22（土）, 29（土）, 30（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）

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です。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。
開催日＝9月6日(火)〜12月22日(木)の間の毎週火・木曜日
10:00〜12:30（自由入場）
※10月11日（火）11月3日（木・祝）は休場します。
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
まるびぃ de パーティ7
〜つながる輪☆広がる楽しさ〜

10月8日（土）〜10日（月・祝）
館内、広場ほか

まるびぃのお誕生日である10月9日を中心に開催される
“まるびぃ de パーティ7”
。
開館7周年を記念する今
回は、
“つながる輪☆広がる楽しさ”
をテーマに行います。
大人も子どもも夢中になるミニSLやアートzaマーケット、
まるびぃ茶会、
参加型ワークショップのほか、
今回
初の試みとなるUSTREAMなど、
「誰でも、
どこにいても」
楽しむ事ができるイベントが盛りだくさんです。
＊プログラム詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.kanazawa21.jp/
＊まるびぃ de パーティ Twitter（期間限定）
http://twitter.com/marubiradio
＊まるびぃ on the USTREAMを日時限定で公開します
http://www.ustream.tv/user/marubi-radio
お問い合わせ＝TEL 076-220-2811（交流課）
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プロジェクト大山「キャッチ マイ ビーム」
トヨタ コレオグラフィーアワード 2010「次代を担う振付家賞」
受賞者 古家優里 振付作品

10月29日(土)、30日(日)
＜全2回公演＞
シアター21

トヨタ コレオグラフィーアワード
「次代を担う振付家賞」
を受賞し、
金沢で滞在制作を行った古家優里が、
10
月、
再び自身のカンパニー
「プロジェクト大山」
を率いて金沢に舞い戻ります。
東京初演、
高知公演を経て、
金沢で上演される最終バージョン。
不思議でキュートでユーモラス！女子力満載なコンテンポラリーダンス。
日時＝10月29日 (土) 18:00開演 (17:30開場)
10月30日 (日) 14:00開演 (13:30開場)
料金＝＜全席自由＞前売=2,500円 / 当日=3,000円（友の会会員特典あり）
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: 53559) TEL 0570-000-777
お問い合わせ＝TEL 076-220-2811（交流課）

10月の休館日
3日(月) / 11日(火) / 17日(月) / 24日(月) / 31日(月)

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
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