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金沢21世紀美術館７月のプログラム
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2012年7月に実施される金沢21世紀美術館主催事業についてお知らせいたします。
各催しの告知ならびに当日のご取材など、ぜひ貴媒体にて報道して頂ければ幸いです。
各事業の詳細につきましては決まり次第随時お知らせいたします。

7月にオープンする展覧会
matohu 日本の眼
日常にひそむ美を見つける

2012年７月21日（土）〜
11月25日（日）

服飾ブランドmatohu まとふ（まとうと読む）は、2005年のデビュー以来、
「日本の美意識が通底する新し
い服の創造」をコンセプトにした独自のスタンスで、東京コレクションにおいて異彩を放ってきました。そ
して2010年から「日本の眼」をテーマに、日本の美意識をひとつずつ取り上げ、毎シーズン服で表現する挑
戦を続けています。金沢21世紀美術館デザインギャラリーでは、
「かさね」
「無地の美」
「映り」
「やつし」など
をキーワードに、日本の美意識の再発見とその表現を、matohuの最も代表的なアイテム「長着（ながぎ）」
―
コレクションテーマにそって同じデザインで作り続けられている服―を通して展示します。
会場＝金沢21世紀美術館 デザインギャラリー

料金＝入場無料

開催中の展覧会と関連プログラム
開催中〜
8月31日（金）

工芸未来派
研究家レクチャーシリーズ（全４回）
工芸について話そう！―「工芸」を解読する―
第2回 「現代工芸の理論―日本とヨーロッパ」
日時＝2012年7月21日（土）14:00〜15:30
第3回

日時＝2012年7月28日（土）14:00〜15:30
第4回

講師＝金子賢治（茨城県陶芸美術館 館長）

創作を支える技の伝承と集団による復元制作事業
講師＝山崎達文 (金沢学院大学 教授)

工芸の自由と豊かさについて―工芸史研究の立場から

日時＝2012年8月4日（土）14:00〜15:30

講師＝山崎剛（金沢美術工芸大学 教授）

料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要）
※詳細につきましては当館ウェブでもお知らせしています。

コレクション展
「ソンエリュミエール-物質・移動・時間」
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しょう。
日時＝7月14日（土）13：30〜、7月22日（日）11：30〜（ともに約30分）
集合場所＝授乳室前（キッズスタジオ横）
料金：無料

本資料に関する
お問い合わせ

対象＝子どもから大人まで

広報担当： 落合・中山
〒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

開催中〜
11月4日（日）
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コレクション展
「ソンエリュミエールー物質・移動・時間」
「son et lumière, et」
（仮）

2012年7月2日（月）〜
2013年3月17日（日）
※予定

「サンセット〜サンライズ・アーク」
光庭プロジェクト

パトリック・ブラン《緑の橋》2004 年
金沢 21 世紀美術館蔵
photo: NAKAMICHI Atsushi /
Nacása & Partners

コレクション展「ソンエリュミエールー物質・移動・時間」と共通するテーマの企画展「son et lumière,
et」
（仮）
（9月15日より開催）をつなぎ、両展を象徴するプロジェクト。植物学者パトリック・ブランによる
恒久展示作品《緑の橋》のある光庭空間全体が植物の空間となるプロジェクトです。ブランが研究対象の
ひとつとしている植物・朝顔が光庭の通路と壁を覆います。ブランが朝顔の種を選択、レイアウト、さらに
2007年に当館にて実施された日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト21」から生まれた《「明後日朝顔プロ
ジェクト21」の種》も加わることにより、
「共生」をキーワードに多層の時空が込められた朝顔による新た
な風景がここに生まれます。朝顔の生長そして結実としての種は、時間・地域・記憶の込められた生命活動
そのものとして、不特定多数の人々へと語られ、つながれていきます。
出品作家及び出品作品＝パトリック・ブラン「サンセット〜サンライズ・アーク」プラン
日比野克彦《「明後日朝顔プロジェクト21」の種》
会場＝金沢21世紀美術館 光庭3ほか

Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之

開催中〜
2013年3月17日（日）

誰でもウクレレを楽しむことができる「ウクレレフリーステージ！—誰でもウクレリアンー」プロジェク
トは、休場日を除く開催期間中14：00より15：00まで開催しています。
プロジェクトの様子はYouTubeでご覧いただけます。
http://www.youtube.com/user/alohaamigo2012
このほか、来年3月まで定期的に様々なウクレレのワークショップを開催していきます。

7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

日時＝7月1日(日)、7日（土）、8日(日)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)
13:00〜16:00（自由入場）
場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

対象＝子どもから大人まで(小さなお子さんは保護者同伴)

ハンズオン・まるびぃ！「素材と遊ぶ」シリーズ

第2回

「粘土→陶土→穴窯↑」〜陶土をつくろう〜
はじめての「陶土づくり」を通して、土の手触りや色、匂いなどを存分に感じてください。
作家とともに粘土掘りから焼成までをたどり「陶」の原点を味わいましょう！
日時＝7月7日（土）10:00〜15:00、7月21日（土）10:00〜15:00
8月25日（土）13:00〜16:00、10月6日（土）13:00〜16:00
※この後乾燥し穴窯で焼成して12月頃に完成する予定です。
集合場所＝プロジェクト工房

対象＝高校生以上（原則全4回参加できる方）

定員＝先着８名（定員に達したため受付を終了しました） 参加費＝3,000円（全4回分）
服装＝汚れてもよいもの（長袖・長ズボン） 持ち物＝タオル、軍手、長靴、昼食
講師＝戸出雅彦（陶芸作家） 協力＝金沢卯辰山工芸工房・おしがはら工房［（公財）金沢芸術創造財団］
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料金＝無料
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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＝7月19日までの毎週火木 ※7月17日（火）を除く 10:00〜12:30（自由入場・無料）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ
対象＝未就学児とその保護者
◎「すくすくプログラム」
開催日＝毎週木曜日 10:30〜（各30分程度）
館内散歩、紙あそび、絵本とわらべうたなどのミニプログラムを行います。

7月のステージ・イベントプログラム
映画の極意vol.13

フローラン・ダバディの極意

「フランスに最も愛された女優、
イザベル・アジャーニ」

2012年7月7日（土）
7月8日（日）
チケット販売中！

70年代に彗星のように現れ、トリュフォー、ゴダール、ポランスキーをはじめ多くの名監督を虜にした
世界的にフランス映画を代表する女優イザベル・アジャーニ。彼女がなぜフランス人にそれほど愛され
たのか。２つのトークテーマと日本初公開の名作2本を鑑賞しながら、フランス映画に造詣の深いフ
ローラン・ダバディの「極意」に迫ります。
Program A
「フランス人が最も愛したスーパースター“イザベル・アジャーニ”」
男女を問わず、階級を問わず、若者から大人まで、フランス人はなぜアジャーニをそこまで愛したのか？
…アジャーニのすべてを語ります。
（Dabadie）
７月７日（土） （各回入替制・15分前開場）
13:30〜

"Tout Feu, Tout Flamme"（炎のごとく）(103分)

15:40〜

トークA（約60分）

17:10〜

"La Gifle"（平手打ち）(100分)

Program B
「アジャーニが体現するフランス女性のエッセンスとは？」
イザベル・アジャーニが演じる役の多くは、生きる苦しみや不可思議を体現し、最終的に絶対的な愛を物語ります。
アジャーニを通じて、今でもフランス人女性が主張する価値観を読み解きます。
（Dabadie）
７月８日（日） （各回入替制・15分前開場）
13:30〜

"La Gifle"（平手打ち）(100分)

15:40〜

トークB（約60分）

17:10〜

"Tout Feu, Tout Flamme"（炎のごとく）(103分)

会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝トーク１回＋1回鑑賞券： 1,800円
トーク１回＋2回鑑賞券： 2,500円
※両日のプログラムからお好きなトークと映画を鑑賞できます。
※半券をお持ちの方は追加500円で別プログラムのトーク券を購入できます。
※友の会会員の方は半券提示でトーク追加料金が無料となります。
（会員証提示）
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7月より
「MARUBI on the RADIO」
リニューアル！
2007年より「身近な声の美術館」として、金沢21世紀美術館の様々な情報を音声でお届けして来たポッド
キャスティング「まるびぃ on the RADIO」が、７月よりプログラムとウェブサイトをリニューアルするこ
とになりました。
アーティストやゲストによるトークやインタビューを収録した[Talk／Interview]や、パーソナリティによ
るリポート、キュレーターやコーディネーターによるわかりやすい解説を、時には来館者の声も織り交ぜな
がらお届けする[MARUBI RADIO Report]など、新たな番組がサイトアップ！また[NEWS on Twitter]で
は、金沢21世紀美術館の最新情報やホットな話題を発信。
これまで以上に、美術館の多彩な活動や情報をお届けしていきます。ぜひお気軽にアクセスしてください！
URL： http://marubiontheradio.com/
Twitter： http://twitter.com/marubiradio/

美術奨励の日 7月14日（土）
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」を毎月第二土曜日に設けております。
「 美術奨励の日」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。

7月の休館日
2日(月) / 9日(月) / 17日(火) / 23日(月) / 30日(月)
本資料に関するお問い合わせ
広報担当：落合、中山
〒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

※展覧会・イベントの開催時期や内容等は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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