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本日よりチケット発売！

金沢 21 世紀美術館

ステージ・イベント

※この公演について、貴媒体にて広く告知、ご取材頂けますようお願い申し上げます。
取材ご希望の方は、事前にご連絡下さい。

日本初演！ヤスミン・ゴデールが日本で６年ぶりに踊る！
使われるのは古今東西のワルツ。
ダンサーの動きと表情は幾重にも折れ曲がり、時にユーモラスで、時にゾッとする。
そして驚愕のラストが訪れる

乗越たかお／舞踊評論家

世界のダンス界が注目する振付家ヤスミン・ゴデールの日本初演作品。
恋愛への憧れ。失速する感情。制御不能な熱情により次第に自失してゆく生々しい肉体と精神。
クラシック音楽の名曲を織り交ぜながら、ステレオタイプではない男女間の「ロマンティシズム」が複雑に
ユーモラスに描かれます。そしてラストでは、ビジュアル・アートとパフォーマンスが感応して、ステージ
上に大きな「愛」のインスタレーションが現出。
今年必見のダンスパフォーマンスです！

＜取材申込み／問い合わせ先＞
金沢21世紀美術館
広報担当：中山（広報室） 事業担当：黒田（交流課）
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814（広報室）FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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●開催概要

21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

（ 詳 細 は ち ら し 、 HP を ご 覧 く だ さ い 。 http://www.kanazawa21.jp）

【公演名】 日本イスラエル国交60周年関連プログラム

ヤスミン・ゴデール「LOVE FIRE」
【日時】

9月29日（土） 18:00開演

17:45開場

9月30日（日） 15:00開演

14:45開場

※9月29日終演後、出演者アフタートークあり
【会場】
【料金】

金沢21世紀美術館

シアター21

（全席自由）
一般料金 前売 3,000円 当日 3,500円
♥カップル料金 前売 5,000円 当日 6,000円 （各日限定15枚）
【友の会会員特典】
※一般チケットは美術館での購入に限り１割引。(会員証提示)
※優先入場あり／開場10分前集合／入場時会員証提示

【お問合せ】

金沢21世紀美術館

TEL ： 076-220-2811（交流課）

URL ： http://www.kanazawa21.jp/
【チケット取扱】 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 ： 59829） TEL 0570-000-777
3歳以下の入場はご遠慮願います。託児サービスをご利用下さい。
※有料・要申込（076-220-2815）
【主催】

金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］

【協力】

ダンストリエンナーレトーキョー2012

【後援】

イスラエル外務省 イスラエル大使館

●作品について
ヤスミン・ゴデール／Yasmeen Godder［イスラエル］

『LOVE FIRE』（2009）
振付 ： ヤスミン・ゴデール
副芸術監督・ドラマトゥルグ ： イチック・ジウリ
クリエイション ： ヤスミン・ゴデール、エラン・シャニー
出演 ： ヤスミン・ゴデール、マタン・ザミール
ゲストパフォーマー・ライブインスタレーション ： ヨハイ・マトス
衣装・小道具 ： インバル・リープリッヒ、エラン・シャニー、ヤスミン・ゴデール
照明デザイン・テクニカルディレクター ： ウリ・ルビンシュタイン
音楽編集・デザイン ： エヤル・シンドラー
音響 ： オレン・コーエン
制作・インターナショナルツアー ： ガイ・ハグラー
World	
  Premiere:	
  Suzanne	
  Dellal	
  Center,	
   “Curtain	
  Up	
  Festival	
  2009”,	
  November	
  2009.	
  
European	
  Premiere:	
  Théâtre	
  de	
  la	
  Place,	
  Liege,	
  Belgium,	
  February,	
  2010.	
  
German	
  Premiere:	
  Hebbel	
  am	
  Ufer	
  Theater,	
  Berlin,	
  May,	
  2010.	
   	
  
	
  	
  
Love	
  Fire	
  is	
  a	
  co-‐‑‒production	
  of：Curtain	
  Up	
  Festival	
  2009、Théâtre	
  de	
  la	
  Place,	
  Liege,	
  Belgium、Hebbel	
  am	
  
Ufer	
  Theater,	
  Berlin,	
  Germany	
  
The	
  first	
  part	
  of	
  the	
  creation	
  was	
  commissioned	
  by	
  Les	
  Subsistances	
  ,	
  Laboratoire	
  de	
  création	
  artistique	
  ,Lyon,	
  
France	
  and	
  	
   Kunstfest	
  Weimar	
  GmbH,	
  Weimar,	
  Germany.	
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●ヤスミン・ゴデール

21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

ダンスワークショップ

ヤスミン・ゴデールによるワークショップです。
自身の身体を自覚するための集中ウォームアップからスタート。足の裏と地面が一体となり、ゴデールがク
リエイションの過程で取り入れている即興などの手法へと発展します。

【日時】 9月26日（水）19:00〜21:00
【会場】 金沢21世紀美術館

シアター21

【定員】 15名（先着順・要申込）
【料金】 2,000円

※チケットを購入の方は1,500円

【対象】 年齢不問。身体表現（ダンス・演劇など）の経験者もしくは興味のある方。
【申込開始】 7月27日（金）
【申込方法】・Webお申し込みフォーム
（詳しくはwww.kanazawa21.jpの当イベントページをご覧ください。）
・電話＝076-220-2811（交流課）受付時間＝火〜金 10時〜18時
（氏名、性別、年齢、電話番号、メールアドレス、活動経験をお伺いします。）

●ヤスミン・ゴデール／Yasmeen Godder
エルサレム生まれ。1984年ニューヨークに移住し、1999年
よりイスラエルのヤッファに在住。これまでに「Strawberry
Cream and Gunpowder」（2004年）、「Singular Sensation」
（2008年）等の作品を創作し、2001年「i feel funny today」
にてベッシー賞（NY）他、イスラエル文化省振付家賞、同
ベスト・スモールアンサンブル賞等、数多くの賞を受賞。自
国はもとより、ニューヨーク、ベルリン、ロンドン、モンペ
リエ、ブリュッセル、シドニー等、世界中の劇場やフェスティ １

Photo：Daniel Tchetchik

バルで作品を上演し、国際共同製作や委嘱作品を創作。
2007年活動の拠点としてYasmeen Godder Studioをオープン。
www.yasmeengodder.com/

●東京公演（ダンストリエンナーレトーキョー2012）
10月5日（金）21:00開演／6日（土）15:00開演／7日（日）15:00開演 ※各回15分前開場
会場 = スパイラルホール（スパイラル3F） 東京都港区南青山5-6-23
お問合せ = info@datto.jp

金沢 21 世紀美術館

03-3498-1171（スパイラル代表）

〒920-8509

www.datto.jp

金沢市広坂 1-2-1

TEL:076-220-2800
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21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

●広報用画像
画像1〜4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。
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像の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などをお送りください。
以上、ご理解とご協力を頂けますようお願い申し上げます。
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