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展覧会名

Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之

会

2012年5月3日（木・祝）→ 2013年3月17日（日）
（予定）

期

無料期間: 2012年5月3日（木・祝）→ 11月22日（木）
有料期間: 2012年11月23日（金）→ 2013年3月17日（日）
休 場 日 / 毎週月曜日
（ただし、
7月16日、
8月13日、
9月17日、
10月8日、
12月24日、
1月14日、
2月11日は開場）、
7月17日
（火）、
9月18日
（火）、
12月4日
（火）〜12月13日
（木）、
12月25日
（火）、
12月29日
（土）〜1月1日
（火）、
1月15日
（火）、
2月12日
（火）
会

場

金沢21世紀美術館

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

助

成

財団法人地域創造

協

力

お問い合わせ

展示室13、交流ゾーン（予定）

（株）キワヤ商会、バニーコルアート株式会社
金沢21世紀美術館

TEL 076-220-2800

※本展は、金沢21世紀美術館の美術館教育活動「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム：美術館はメディエーター」として
（財）地域創造の助成により実施する長期プロジェクト型展覧会です。

本資料に関する
お問い合わせ

展覧会担当キュレーター／ 村田大輔、川岸真由子
広報担当／ 落合博晃、沢井美里
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1 TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp

PRESS RELEASE

展覧会について

「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」は、金沢若者夢チャレンジ・アートプログラムの第6弾で
す。このプログラムは、18歳から39歳までの若者に芸術活動参画の機会を提供し、人間形成へ貢献するこ
とを目的としています。今年は、音楽家であるウクレリアン関口和之と美術家フェデリコ・エレロとの出会
いによって、音楽と美術の世界が融合する長期プロジェクトを開催します。フェデリコ・エレロが作り出し
た色彩豊かな造形空間のなかで、
「Aloha Amigo - ウクレレのある生活 - 」と題されたウクレレ・プロジェ
クトが行われます。エレロの伸びやかで繊細な絵画と音楽が共鳴する大空間のなかで、コミュニケーション
の多様性や自己表現の可能性を問いかけます。

プロジェクトの内容

A. 空間の創出
自然と人間との融和をおおらかに表現するウクレレの音世界の受け皿として、また多様な人のつながりが
生 ま れ る 場 と し て の 空 間 を フ ェ デ リ コ・エ レ ロ が 創 出 し ま し た 。こ の 空 間 は エ レ ロ に よ っ て 、
《Psycho-Tropical Landscape》
（サイコトロピカル・ランドスケープ）と名付けられました。また関口和之所
蔵のウクレレも展示室に登場します。

1.
「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」
展示風景
金沢21世紀美術館

2.
「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」
展示風景
金沢21世紀美術館
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B. プロジェクト・メンバーについて
若者を中心としたプロジェクト参加者は、作家と美術館とともに、一般来館者や小中学校等へ発信する様々
なプロジェクトの担い手となります。特に、本展覧会では18歳から39歳までの若者達が「Aloha Amigo
Aina」
（仮称）を立ち上げて結成し、本展覧会プロジェクトにおいて中心的役割を担います。また、18歳以上
のウクレレ経験者が「Aloha Amigo」を結成し、若者メンバー達の活動をサポートしていきます。プロジェク
ト・リーダーには、地元金沢で活動するウクレリアンの藤本美和氏を迎えます。さらに会期中には、参加メン
バーのウクレレ強化合宿を実施するなど、多彩な活動を行う予定です。
「Aloha Amigo Aina」
（仮称）
：26名
「Aloha Amigo」
：19名
計45名（2012年6月20日現在）

3.
「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」
アーティストとプロジェクト・メンバー
金沢21世紀美術館

「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム ‒ 美術館はメディエーター」
について
本展は当プログラムにおける3カ年計画(*1)の2年目(事業全体としては6年目)。本年度は、
「他者」をテーマ
に、
「見る、聴く、感じる、表現する」ことを通じて、自分自身そして、他者と出会い、対話します。主に視覚芸術
の場として捉えられることの多い美術館に、音/音楽表現と社会や人との関わりに関心を持つ音楽家を招
き、若者達が協働表現に取り組むことによって、固定観念を取り払い、五感全てで物事を感じ、表現すること
の豊かさを体験します。また美術館として、音楽表現の時空という領域に向き合います。
*1
金沢21世紀美術館が平成19年度にスタートした「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」事業は「十代後半の若者の人格形成と社
会関係の構築に美術館教育が有効である」という近年の研究報告を基に、日本の社会問題である「ニート」
「フリーター」を視野に入れ、
アーティストとの協働創作/協働表現を通じ、特に18歳以上40歳未満の若者達の社会参加を重点的に支援するとともに、広く地域に
根ざした芸術文化の育成と福祉に貢献する独自の美術館活動の創出をめざすものです。平成23年度より3カ年は、
「美術館はメディ
エーター」をキーワードにシリーズ化し、
「自己/他者/社会との出会い/対話」を創出するプログラムを深化発展させ、事業を段階的に
社会化、国際化させ、人材の定着とメソッドの深化を図ります。地域の文化活動を海外発信することにより、さらなる情報と人の交流を
促し、本事業の10年目に向けての展望を拓きます。
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C. プロジェクト「Aloha Amigo ‒ ウクレレのある生活 ‒ 」の展開
若者を中心としたプロジェクト・メンバーとともに様々なプログラムを展開します。

①「ウクレレフリーステージ！ - 誰でもウクレリアン - 」プロジェクト
初心者でも誰でもウクレレを楽しめるプロジェクトです。シンプルなコードを楽しみながら、ウクレレ
に親しみます。ウクレレ体験終了後には、希望者を対象に、ウクレレを弾いたり、歌う姿を撮影します。そ
の映像が後にYouTubeにアップされます。
（ http://www.youtube.com/user/alohaamigo2012）
［日時］2012年5月8日（火）〜2013年3月17日（日）14:00〜15:00
［会場］金沢21世紀美術館 展示室13
4.
「ウクレレフリーステージ！
- 誰でもウクレリアン - 」プロジェクト
活動風景
金沢21世紀美術館

［対象］どなたでも（未就学のお子様は、保護者の方のご同伴をお願いします）
[定員] 当日先着20名（13:30より、展示室13にて受付を開始します）

②「Aloha Amigo! ウクレレ・サミット」
関口和之、
若者を中心としたプロジェクト参加者、
ウクレレ奏者、
鑑賞者が一体となって、
ウクレレを奏でるピ
クニックを美術館の野外スペースで開催します。
内容の詳細は決定次第当館WEBページにてお知らせします。
［日時］2012年8月26日（日）

③「サタデー・ウクレレ・ワークショップ 」プロジェクト
定期的にウクレレのワークショップを開催します。
a.「キッズ・ウクレレ No.1」
［日時］2012年6月23日（土）10:30〜12:00
[講師] Gen、井上浩、他
[定員] 30名

[会場] 金沢21世紀美術館 展示室13

[対象] 小学生（ウクレレ経験は問いません）

[参加費] 無料

b.「キッズ・ウクレレ No. 2」
［日時］2012年9月15日（土）10:30〜12:00
[講師] Gen、ナガイアキラ、井上浩、他
[定員] 30名

[会場] 金沢21世紀美術館 展示室13

[対象] 小学生（ウクレレ経験は問いません）

[参加費] 無料

c.「シニア・ウクレレ」
［日時］2012年11月24日（土）10:30〜12:00
[講師] Gen、ナガイアキラ、井上浩、他
[定員] 30名

[会場] 金沢21世紀美術館 展示室13

[対象] 60歳以上のウクレレ初心者

[参加費] 無料

d.「あみぐるみでウクレレのミュージックビデオをつくろう」
［日時］2013年2月2日（土）10:30〜16:00
[講師] きはらようすけ

[対象] 小学生以上

[会場] 金沢21世紀美術館 展示室13
[定員] 20名

[参加費] 500円

[内容] あみぐるみ制作、ウクレレ演奏、ミュージックビデオ制作を参加者全員で行います。
【申込方法】a〜d全てお電話（076-220-2801）にてお申し込みください。
定員になり次第締め切ります（dは1月6日までにお申し込みください）。

④展覧会ファイナルイベント「ウクレレがいっぱい」
関口和之と若者を中心としたプロジェクト参加者が美術館内で同時に同じ曲を奏でる一大イベントです。
［日時］2013年3月9日（土）14:00〜15:30

⑤ハワイパシフィック・レクチャー
「なぜ人は物にこだわるの？ - ハワイと日本美術の場合」
[日時] 2012年9月9日（日）14:00〜15:30

[場所] 金沢21世紀美術館 レクチャーホール

[講師] 亀田和子（日本美術史家、ハワイパシフィック大学講師）、Kazuko Kameda - Madar
[定員] 先着80名
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関口和之氏からの
メッセージ

愛される楽器、ウクレレとは
「ウクレレを弾く人，またはウクレレに関わる人達の中で，ハッピーでない人は見たことが無い！」これは
ビートルズのジョージ・ハリスンの言葉です。
“HAPPY”はウクレレを語る上で最も重要なキーワードにな
るでしょう。ちっぽけだけれど，人々に幸せをもたらすこの楽器の特徴をいくつか並べてみました。

ウクレレのいくつかの特徴
① 最も習得しやすい楽器，
ウクレレ
２つか３つのコードを弾けるようになれば，それだけで歌える曲はたくさんあります。コードの押さえ方も
簡単なので、初めての人でも習ったその日に一曲マスターできます。子どもの手にもぴったりで，彼らが習
得する初めての弦楽器として最もふさわしい楽器と言えるでしょう。実際にカナダではウクレレによる子
どもの音楽教育を成功させている例があります。先日103才で他界したウクレレ・プレイヤー，ビル・タピア
が示すように，100歳になっても弾ける楽器でもあります。

② ペットのような、
おもちゃのような楽器、ウクレレ
ピアノのような重厚さは無いけれど、おもちゃに近い楽しさを感じることができます。両手の中に収まる
フィット感は猫や子犬をだいているようで、木製ならではの柔らかい手触りは心にやすらぎをもたらしま
す。人がたくさんいる中で手にしたとしても警戒されることは一切無く，ペットや赤ちゃんのようにその場
を和ませることができるのです。

③ コミュニケーションツールとしてのウクレレ
ウクレレを通じて知り合い，簡単に友だちになれる。これは他の楽器には無い特殊なところだと思います。
同じ楽器を好きなだけで，国境や人種を越えて、こんなに人間同士が繋がることができるなんて不思議で
す。もっと近い関係の中で言えば，友達同士，あるいは親子で教え合い，一緒に弾くことでそこにコミュニ
ケーションが生まれます。お互いウクレレを抱え，ポロンポロンと邪魔にならない音で会話の間を埋めなが
ら、そこに和やかなコミュニケーションが生まれるのです。

④ 精神安定剤としてのウクレレ
人間の精神にウクレレの音色がもたらす効果は詳しく研究されていませんが、アルファ波を出させたり鎮
静作用があったりするように思われます。寒い季節にはウクレレの音が温かく感じられ，暑い時には涼しく
感じられます。人間の心をニュートラルに戻す働きがあるのではないでしょうか？とにかく「音で癒され
る」というのはウクレレに関わる人達すべての共通の感想です。

⑤ 南国イメージの象徴，
ウクレレ
フラの伴奏楽器としてのイメージがかなり強いのかもしれません。
ウクレレといえばたいていの日本人はハ
ワイを連想します。音色は明るく、揺れる椰子の木、コバルトブルーの空と海，特に日本人が憧れる南洋のリ
ゾートを思い浮かべるのです。ハワイは身近なリゾートではありますが、お金のことを考えるとそう何度も
行けるところではありません。
ウクレレの音を通して，
人々はヴァーチャルなリゾート体験をするのです。

⑥ ウクレレという友達
ウクレレはどんな姿勢や格好で弾いても文句は言わない。人間だとしたらとても寛容な人です。旅先でもど
こへでも一緒に連れて行けるし，いつでも小さな可愛い声で一緒に歌ってくれる友達なのです。

⑦ インテリアとしてのウクレレ
ウクレレのフォルムは柔らかくキュートです。壁にかけて眺めるだけでくつろぎます。実際にキャンバスの
ようにウクレレのボディに絵を描くこともできます。インテリアウクレレというジャンルがあるくらい，
アートとして部屋の飾りとしてのウクレレが存在するのです。

⑧ 奥深さと可能性を秘める楽器，
ウクレレ
簡単に誰でも弾けるようになれる楽器ですが，ハーブ・オータやジェイク・シマブクロのようにリズムと美
しい編曲によって人々を感動させることもできます。漫談からクラシックまでこの楽器を利用できる範囲
は広く，様々なウクレレプレイヤーが存在し，きっとこれからも出てくることでしょう。ウクレレ自体の歴
史はまだ浅いので，演奏法や構造など，まだまだいろいろな可能性を秘めている未来の楽器なのです。
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作家紹介

フェデリコ・エレロ（美術家）
1978年サン・ホセ（コスタリカ）生まれ、同地在住。イスパノ・アメリカーナ大学にて教
育学、プラットインスティテュート（ニューヨーク）にて絵画、ベリタス大学（サン・ホ
セ）にて建築を学び、場と人間の関係をテーマとするプロジェクト型の絵画制作に取
り組んでいる。迷彩服の模様のような多彩な色面の上に、マジックインキやスプレー
など多様な素材を用いて様々な図柄を描くことを特徴としている。支持体は必ずしも
カンヴァスではなく、壁、床、バスといった公共の交通機関のボディにも描いている。
展開される図像は、作家を取り囲む人間像、日常の中でおきる出来事、瞬間的に浮かび
上がる心象などから創造され、奥行き感覚が希薄な画面に集約される。金沢21世紀美
術館には3点の絵画作品が収蔵されており、美術館と町をつなぐ「アートバス」の車体

5.
フェデリコ・エレロ
ポートレート

のための絵画も制作した実績をもつ。本プロジェクトでは、金沢の若者達との交流を
ベースとしながらウクレリアン関口和之の音楽と共鳴する美術空間を創出する。

関口和之（ウクレリアン）
1955年新潟県生まれ、東京在住。サザンオールスターズのベーシストとしての活動と
並行しながら、ウクレリアンとして独自の活動を幅広く展開し、音楽を通じて、人と人
との和をしなやかに創出する音楽家である。ウクレレをフィーチャーした作品を多く
リリースするほか、2000年からは毎年8月に開催される『UKULELE PICNIC』に毎年参
加、フラダンスやアマチュアのウクレレ演奏の普及活動も展開。2000年には竹中直人
との共作『口笛とウクレレ』をリリース。2002年には”関口和之featuring KONISHIKI”
の名義で『私の青空〜MY BLUE HEAVEN〜』をリリース。小説家やイラストレーター
としても活動している。

広報用画像

6.
関口和之 ポートレート

上記1〜6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。

※このプログラムを紹介いただく際には、事前にご連絡ください。
広報担当／ 落合博晃、沢井美里
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp
E-mail: press@kanazawa21.jp
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