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金沢21世紀美術館 3月のプログラム
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2012年3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
モニーク・フリードマン展

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

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作品を見に行きましょう。
日時＝3月3日（土）11:00〜11:30 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＝子どもから大人まで

キュレーターによるギャラリーツアー
展覧会の魅力を担当キュレーターがご紹介します。
日時＝3月3日（土）14：00〜14：30

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 と 豊嶋秀樹
『自画大絶賛（仮）』

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

絵本を読もう
絵本を読んだあと、キュレーターと一緒に展示作品を楽しみます。
日時＝3月10日（土）15:00〜15:30 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（ただし、本展観覧券が必要） 対象＝子どもから大人まで

部活：1日限りのスペシャルな部活！
日時＝3月11日（日）10:30〜

会場＝金沢21世紀美術館 展覧会場内・部室

対象＝大人または、大人と子ども（はさみを使えること）
定員＝25名（申込先着順） 部費＝2,500円 ＊友の会会員＝2,000円
申込方法＝当館WEBサイト上お申込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。
詳しくは美術館ホームページをごらんください。

部活：3日間連続ワークショップ

シーズン３

日時＝3月16日（金）18:00〜、
17日（土）14:00〜、18日（日）14:00〜
会場＝金沢21世紀美術館 展覧会場内・部室
対象＝大人または、大人と子ども（はさみを使えること）
定員＝50名（申込先着順） 部費＝3,900（サンキュー）円 ＊友の会会員＝3.400円
持ち物＝はさみ（布や糸を切ります）、部費
申込方法＝当館WEBサイト上お申込みフォームまたは往復葉書にてお申し込みください。
詳しくは美術館ホームページをごらんください。

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
料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要）

会場＝金沢21世紀美術館 展示室内
定員＝先着80名

★3月7日から20日の期間中、部長の滞在が予定されています。時間は未定ですがときどき部室に現れます。

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
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開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

ピーター・マクドナルド： 訪問者
「サロン」
会場＝長期インスタレーションルーム、他
「ディスコ」
会場＝展示室13、他

料金＝無料

展示内容＝絵画13点、ドローイング25点展示

料金=当日の特別展もしくはコレクション展の観覧券でご覧いただけます。

オープン・スタジオ Studio Disco—ディスコで描いてディスコとつながるパノラマ・ペインティング
大きな透明サークルに絵を描いて、ピーター・マクドナルドの巨大な絵と重ね合わせます。
期間内、いつでも参加できます。
日時＝3月1日（木）、2日（金）11:00〜14:00
会場＝ディスコ（金沢21世紀美術館 展示室13） 参加費＝無料（ただし、当日のコレクション展チケット必要）

マスキング・ペインティング ーかくれる線とあらわれるかたち
日時＝3月3日（土）10:30〜14:30（昼休憩1時間）
会場＝ディスコ（金沢21世紀美術館 展示室13） 集合場所＝レクチャーホール前
参加費＝無料（ただし、当日のコレクション展チケットが必要です）
対象＝子どもから大人まで（小学2年生以下は保護者同伴でご参加ください）
定員＝10名

※定員に達したため、受付を終了しました

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」。
日時・出演＝3月4日(日) 13:30〜16:00 E.D.A.(92, kazuki, matsueda)
11日(日) 13:00〜15:45 Wataru Takano & Tachi (House Grow)
18日(日) 13:30〜16:00 Lomanchi (Aspara & PPTV)
会場＝ディスコ（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

Spiral - アミット・ロイ

インド古典音楽ライブ

アミット・ロイによるインド古典音楽の調べと絵画インスタレーション「ディスコ」の出会い。
日時＝3月11日（日）16:00〜 会場＝ディスコ（金沢21世紀美術館 展示室13）
料金＝無料（ただし、当日のコレクション展チケットが必要です）

懐中電灯ディスコ
この時限りの「闇のディスコ」。懐中電灯の明かりを手に壁画インスタレーション「ディスコ」を探検。
DJの音楽とともに壁画を新たな視点でお楽しみください。
日時＝3月17日（土）17:00 - 18:00 / 18:30-19:30 会場＝ディスコ（金沢21世紀美術館

展示室13）

料金＝無料（ただし、当日のコレクション展チケットが必要です）

開催中〜
2012年4月8日（日）

サイレント・エコー コレクション展 II
学芸員によるギャラリー・トーク
展覧会の魅力を担当キュレーターがご紹介します。
日時＝3月10日(土) 14：00〜

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、本展観覧券が必要）

OLIVE1982-2003
雑誌『オリーブ』のクリエイティビティ

2012年2月25日（土）〜
7月1日（日）
デザインギャラリー

嶽本野ばらトーク「『ひまわり』から『オリーブ』まで」
日時＝3月24日（土）14:00〜16:00 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10:00レクチャーホール前にて整理券を配布します。
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3月のキッズスタジオプログラム
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！

ハンズオン・まるびぃ!

プレイルーム（下は遊びかたの例です。内容は日によって変わります。）
かたちであそぼう！
積み木の他にもビンのふた、クリップ、いろんな形を並べてみよう、積んでみよう。

素材のひきだし「紙」
いろんな紙をちぎってまるめて、なにが作れるかな？スタジオに大きな紙のトンネルも作ろう。
日時＝3月3日(土),4日(日),10日(土),11日(日),17日(土),18日(日),20日(火祝),24日(土),25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（幼児は保護者同伴）

ワークショップ
「サイレント・エコー コレクション展II」ワークショップ
「いろいろカラーWork〜色を泳ごう」
ブリキに絵の具をたらしてみよう。絵の具の色を重ねると、どんな色の世界が生まれるかな？
制作とともに、山崎つる子さんの作品も鑑賞します。
日時＝3月31日(土) ①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30
集合＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

対象＝小学生

定員=各回先着10名（要予約：Tel.076-220-2801） 参加費＝500円

服装＝汚れてもよいもの

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＝1月17日(火)〜3月22日(木)の間の毎週火・木曜日 ※3月20日(火祝)を除く
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

料金＝無料

対象＝未就学児とその保護者
「すくすくプログラム」10:30〜（各30分程度）
3月8日(木)「おさんぽしよう」、15日(木)「びりびりしよう」、22日(木)「絵本とわらべうた」

3月のステージ・イベントプログラム
日本で生まれ、アヴィニョンで絶賛されたジョセフ・ナジの最新作！

「カラス／Les Corbeaux」
振付・出演：ジョセフ・ナジ

音楽・演奏：アコシュ・セレヴェニ

3月3日 (土) 18:00開演
4日（日）15:00開演
シアター21

1987年「カナール・ペキノワ」で初来日以来、日本でも多くのファンを魅了してきたジョセフ・ナジによる
ソロパフォーマンス最新作。振付家・ダンサーとしてだけでなく、美術家、写真家としても才能を発揮する
ナジが、これまで数々の作品で名コンビを組んできた同郷のジャズ・ミュージシャン アコシュ・セレヴェ
ニの力強い演奏とともに、ダンスとアートを融合させた独特の世界観で表現します。
2012年3月3日 (土) 18:00開演 (17:30開場)

※3/3終演後アフタートークあり

2012年3月4日 (日) 15:00開演 (14:30開場)
料金＜全席自由＞＝一般前売

3,500円

一般当日：4,000円

学生前売

2,500円

学生当日：3,000円

（友の会会員特典あり）
チケット＝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: 54750) TEL 0570-000-777
お問い合わせ＝TEL 076-220-2811（交流課）
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美術奨励の日 3月10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。

3月の休館日
5日（月）/ 12日（月）/ 26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

http://www.kanazawa21.jp
E-mail: press@kanazawa21.jp
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