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金沢21世紀美術館10月のプログラム
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2015年10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きたくお願い申し上げます。
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。

開催中の展覧会と関連イベント
ザ・コンテンポラリー2

誰が世界を翻訳するのか

開催中〜

12月13日（日）

現代の芸術表現を通して「同時代」を問いなおす展覧会シリーズ「ザ・コンテンポラリー」の第2弾です。
急速なグローバル化が進み、異文化同士の接触が常態化する現代においては、これまでに描かれた歴史や価
値観も、誰がそれを伝えるのかによって大きく意味を変えてしまうことに注意を払う必要があります。この
El Anatsui《Broken Bridge》2012
※参考図版（この作品は出品されません）

展覧会では、作家が世界の有り様を自分の表現に置き換えている行為を「翻訳」と捉え、
「移動」
「横断」をキー
ワードに、ヴェネチア・ビエンナーレ栄誉金獅子賞受賞作家エル・アナツイの新作も含む、出自の異なる 11
組の海外作家を中心とする多彩な表現を通して、同時代を生きる作家たちが世界をどのように見ているの
かについて考えていきます。

レクチャーシリーズ
会場＝金沢21世紀美術館レクチャーホール
料金＝無料。
各セッション当日先着90名。
定員に達し次第締切
※各セッションの途中の出入りはできません。
ご了承ください。

Session 1「いのちの壁 いのちの通路ーふたたび翻訳を問う」
日時＝10月16日(金) 18:00〜20:00 講師＝真島一郎
（東京外語大学大学院教授）

Session 2「エル・アナツイ、足もとの歴史をかたる」
日時＝10月17日(土) 13:00〜15:00 講師＝川口幸也
（立教大学教授）
Session 3「結婚を通してアフリカとつながる−家族、音楽、そして人類のこと」
日時＝10月18日(日) 13:00〜15:00 講師＝鈴木裕之
（国士舘大学教授）

ザ・コンテンポラリー3

Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊

開催中〜
2016年3月21日（月・祝）

新しい技術が普及した近未来の問題を題材にした作品で国際的な議論を巻き起こしてきたアーティストユ
ニットBCLが、世界的な人気を誇る日本の歌声合成ソフト「初音ミク」にDNAと細胞を与え、生命／非生命
の境界、そして二次創作や芸能／芸術のはざまで育まれる現代日本の特異な想像力の可能性を探求します。
BCL + Semitransparent Design
《Ghost in the Cell》2015
© Crypton Future Media, INC.

本資料に関するお問い合わせ

本展では、共同制作された初音ミクの DNA が、iPS 細胞に挿入され、その細胞を使用した BCL のインスタ
レーション作品《Ghost in the Cell》が展示されます。

金沢 21世紀美術館 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
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開催中〜

コレクション展１ あなたが物語と出会う場所

11月15日（日）

この展覧会では、
「あなたが物語と出会う場所」をテーマに、金沢21世紀美術館のコレクションを中心に13
点の作品を紹介します。何かの物語が込められている作品が展示されている一方で、見る側が展示された
作品やそれの置かれた空間から自分だけの物語を紡ぎだす場合もあります。島々のように点在する七つの
展示室（恒久展示 カプーア作“L’Origine du monde”を含む）を巡りながら、作品と出会うことによって、
自分のこころの中にどんな物語が生まれるのでしょうか。
出品作家：イ・ブル、大巻伸嗣、小沢剛、できやよい、中村錦平、藤浩志

かえっこバザール
コレクション展1出品作家である藤浩志さんが考案した、
遊ばなくなったおもちゃをもちよって取りかえっこできる、
お金
を使わない買い物遊びのワークショップです。おもちゃを「カエルポイント」に交換するための銀行（かえっこバンク）や、
ポイントを使って買い物ごっこができるお店を作って運営します。
日時＝10月3日
（土)、
10日（土)、17日（土)、24日（土)

各日 10:00〜12:00

会場＝金沢21世紀美術館 授乳室前 参加費＝無料
対象＝子ども、
子どもの心をもった大人 持ってくる物＝遊ばなくなったおもちゃ

中村錦平

アーティスト・トーク「わが〈現代陶芸〉の半世紀」

日時＝10月24日
（土）14:00-15:00
（開場13:45）
会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
料金＝入場無料 定員＝先着80名
（申込不要）

開催中〜

アペルト02

樫尾聡美
本展「樫尾聡美

生命の内側にひそむもの

2016年1月17日（日）

生命の内側にひそむもの」は、今まさに興りつつある新しい動向に目を向けて、新進気鋭

の若手作家を個展形式で紹介するシリーズ「アペルト」の第2弾です。樫尾聡美は、加賀友禅をはじめとする
染色の伝統をふまえながら、刷毛による色挿しやシルクスクリーン等の技法による、繊細で精密な表現を
《あたふる》2014（部分）

おこなっています。飛行機や電車など日常的なモチーフを取り入れた、幾何学的な装飾を特徴とする作品
のイメージは、生命の細胞をも連想させ、布を多層に重ね合わせた立体的なフォルムは、有機的で生命力溢
れる姿で現れています。本展では、樫尾が2014年より展開している展示空間に合わせた天井吊りの作品を
紹介します。

10 月の教育普及プログラム
キッズスタジオ・プログラム

ハンズオン・まるびぃ!
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！

プレイルーム
日時＝10月3日（土）、4日（日）、
10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日）、25日（日）、31日（土)

13:00〜16:00（自由入場） ※24日（土）は中学生まるびぃアートスクールのため休場
場所＝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） 料金＝無料

（下はプログラムの例です。内容は日によって変わります。）

「葉っぱ・発見！」
広場の葉っぱを見て、描いて、スタジオに広げよう。
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アートライブラリー・プログラム

絵本を読もう 「アペルト02

樫尾聡美

生命の内側にひそむもの」とともに

絵本の読み聞かせのあと、キュレーターと一緒に作品を見に行きましょう。
日時=10月31日（土）14:00〜（約40分） 対象=子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
料金=無料 集合=授乳室前（キッズスタジオ横）
読み手=大西洋子（ライブラリアン）
作品案内＝内呂博之（担当キュレーター）

10 月のステージ・イベントプログラム
Museum × KNZ Fringe 〜街と、人と、出会う

＜第2期＞
9月26日（土）〜
10月14日（水）

イギリスのアーティスト主導型コミュニティ『フォレスト・フリンジ』から選出した3組のパフォーミング
アーティストを迎え、金沢のアーティストやクリエイターたちと協同して、実験的で刺激的な創作活動を行
うアーティスト・イン・レジデンスプロジェクトです。第１期（6/8-6/22）では英国アーティストが金沢に2
週間滞在し、文化や歴史を学びながら地元アーティストたちと交流を深めました。第2期ではいよいよ金沢
市内の小規模なアートスペースやギャラリーなど異なる3つの会場で創作に着手し、それぞれの新作を上
演します。アーティストたちは、当館を拠点にしながら街に飛び出し、人や場所に出会いながら、個性あふれ
るインスタレーションと体験型パフォーマンスを繰り広げます。
【スケジュール】
新作クリエイション：9月26日
（土）〜10月9日
（土）/ メディア・関係者向けプレゼンテーション：10月8日
（木）
前夜祭：10月9日
（金）/ 本公演：10月10日
（土）、11日（日）/ 振り返りプログラム：10月12日
（月・祝）〜14日（水）
【公演】
「灰の中から」From Ashes（日英2カ国語対応） アーティスト＝アクション・ヒーロー Action Hero
日時＝10月10日
（土）~11日（日）14:00〜18:00
（最終入場 17:30まで）
会場＝Kapo
（金沢市野町3-1-27） 所要時間＝随時入場可能（予約不要）
「去りし者への唄（七つの橋）」Song For The Departed（Seven Bridges） アーティスト＝ニック・グリーン Nic Green
日時＝10月10日
（土）~11日（日）10:30〜18:30 各日13回公演
（日英2カ国語対応）
会場＝ 山鬼文庫（金沢市桜町5-27） 所要時間＝各回 約30分（要予約） 定員＝各回1名
「デルクギハウタレル」DERU KUGI WA UTARERU（日本語上演） アーティスト＝スコッティ Scottee
日時＝10月10日
（土）〜11日
（日）18:00〜21:00 各日9回公演
会場＝Badass Gallery（金沢市池田町三番丁42-1犀光マンション1F）
所要時間＝各回15分
（要予約） 定員＝各回6名
【チケット】
3会場セット券 1,500円 / 1会場シングル券 600円
※ 3会場セット券は、15セット限定・前売のみ販売
※ ニック・グリーン「去りし者への唄（七つの橋）」及びスコッティ「デルクギハウタレル」は鑑賞日時をご予約ください
※ アクション・ヒーロー「灰の中から」は10月10日
（土）、11日（日）どちらでも入場できる共通券です
お問合せ 金沢21世紀美術館 076-220-2811（交流課）
【前夜祭】
音楽、踊り、キャバレー!? 新作の完成を祝うパフォーマンスのポットラックパーティー!
日時＝10月9日
（金）18:00~21:00

会場＝金沢21世紀美術館シアター21

参加者＝アクション・ヒーロー、ニック・グリーン、スコッティ、アンディ・フィールド、イラ・ブランド、金沢舞踏館、ASUNA、
kyo81、tanaka scat、
sanchan、
K.Onishi、金津史佳、四井雄大、山田洋平 and more
入場無料（出入り自由）／カレー（限定30食）、ドリンク販売あり
詳しくは当館ちらしまたは下記ウェブサイトをご覧下さい。
「Museum x KNZ x Fringe〜街と、人と、出会う」公式サイト→ forestfringe.co.uk/knz/ja
交流課Facebook→ www.facebook.com/kanazawa21event
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美術奨励の日 10月10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。

10 月の休館日
5日（月）/ 13日（火）/ 19日（月）/ 26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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