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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006 年 4 月 1 日

展覧会開催のお知らせ

金沢市・ゲント市姉妹都市提携35周年記念
「人間は自由なんだから:

ゲント現代美術館コレクションより」展
We Humans are Free:

From the Collection of S.M.A.K.,Museum of Contemporary Art, Ghent

2006年4月29日（土・祝）～8月31日（木）
開場時間：午前10時から午後6時まで（金・土曜日は午後8時まで）

休場日：毎週月曜日（ただし、5月1日と7月17日は開場）、7月18日（火）

　金沢 21世紀美術館(館長:蓑 豊、所在地:石川県金沢市広坂 1-2-1)では、本年 4月 29日(土・
祝)から 8月 31日(木)まで、金沢市・ゲント市姉妹都市提携 35周年記念「人間は自由なん
だから:ゲント現代美術館コレクションより」展を開催いたしますので、お知らせいたし
ます。

パナマレンコ［こがね虫］
1975年
Photo:Dirk Pauwels
Courtesy S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Ghent
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展覧会概要

■展覧会名称： 金沢市・ゲント市姉妹都市提携35周年記念
              「人間は自由なんだから:ゲント現代美術館コレクションより」展
■英文名称:     We Humans are Free: From the Collection of S.M.A.K.,Museum of
                Contemporary Art, Ghent
■会期：        2006年 4月 29日（土・祝）-2006年 8月 31日（木）  
　　　　　　　　休場日：毎週月曜日（ただし、5月 1日と 7月 17日は開場）、
                        7月 18日（火）
■開場時間：    10時～18時(金・土曜日は 20時まで)
                ※チケットの販売は閉場 30分前まで。
■料金:     　 ・当日
　　　　　　　　　一般＝1,000円　大学生＝800円　小中高生＝400円、
　　　　　　　　　65歳以上＝800円
               ・前売り、団体
　　　　　　　　　一般＝800円　  大学生＝600円　小中高生＝300円
　　　　　　　※コレクション展｡ (3月 21日～8月 20日)も併せてご覧いただけます。
■会場：        金沢 21世紀美術館　展示室 7～12、展示室 14
■出品作家：　　アルトゥール・バリオ、ヨーゼフ・ボイス、マルセル・ブロータース、
　　　　　　　　カタリーナ・フリッチュ、ファブリス・イベール、アニカ・ラーソン、
　　　　　　　　マーク・マンダース、ブルース・ナウマン、パナマレンコ、リュック・
　　　　　　　　タイマンス、ロイス＆フランツィスカ・ヴァインベルガー
■出品点数：　　約 70点(絵画、インスタレーション、立体、映像など)
■主催：　　  　金沢21世紀美術館 [(財)金沢芸術創造財団]、金沢市、ゲント現代美術館、
                ゲント市
■後援：　　　　ベルギー王国大使館、ベルギーフランドル交流センター、北國新聞社
■協賛：　　　　日本航空、ダートコーヒー株式会社、サンキョウ・フーズ、小西酒造株
　　　　　　　　式会社
■ 前売りチケット取扱い：
　　　　　　　　チケットぴあ（Tel:0570-02-9999）、チケットぴあSPOT、ファミリー
　　　　　　　　マート、サンクス、サークルK（Pコード：686-510）、JR西日本
　　　　　　　　販売期間：4月1日から8月31日（ご予約は8月28日）まで

※展覧会の作品写真、美術館の写真などは上記へお問い合わせください。

本資料に関するお問い合わせ

金沢 21 世紀美術館
広報担当:落合・岡田

TEL：076-220-2800

FAX：076-220-2802

〒920-8509　金沢市広坂 1-2-1

http://www.kanazawa21.jp

E-mail:press@kanazawa21.jp
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展覧会について
　金沢市とゲント市の姉妹都市提携 35 周年を記念して、ゲント現代美術館のコレクショ
ンの中から、人が生きることと芸術を密接に考え、それを通じて人間が自由になれること
を目指した 11作家約 70点の作品を紹介します。
　20 世紀初頭から今日に至るまで、「芸術と生活(Art=Life)」というテーマは、芸術におい
て重要であり続けました。ゲント現代美術館は、1975 年の設立以来このテーマに最も真
摯に向き合いながら活動してきた美術館といえます。ゲント現代美術館が自ら「ビッグ・
トライアングル」と呼ぶボイス、ブロータース、パナマレンコという三作家は、あらゆる
人間のもつ創造力を認め、狭い「芸術」の制度を批判し、「芸術」の概念を「生きること」
にまで拡張しようとしました。冷戦構造が崩れ、グローバル化の進行する今日、「新自由
主義」的な考え方の広がりとともに、これまでとは違ったかたちで管理の強化が進んでい
ます。そのような状況において、「芸術＝生活」を通じて理想の実現を追求したボイスた
ちの考え方に立ち戻って「自由」について考えることは、ますます重要となっています。
そして、そのような態度は、バリオ、ヴァインベルガーといった、現在のゲント現代美術
館の活動を特徴づける作家の活動と作品に受け継がれています。
　また、ゲント現代美術館は「美術館」という制度を社会と結びつけながら独自の活動を
続けています。その姿勢は例えば、ゲント市の町中で一般の市民の家に作品を展示すると
いう展覧会「友達の家」展などにも象徴的に示されています。
　金沢 21世紀美術館は、市民参画型の美術館、まちに開かれた美術館を目指しています。
我々は、ゲント現代美術館の、人の生活と芸術を結びつけようとする姿勢、美術館とまち
をつなげようとする態度に共感し、本展を通じて、その活動を紹介します。

アニカ・ラーソン［曲げる｢ ］
2002年
Photo:Dirk Pauwels
Courtesy S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Ghent
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展覧会の特徴

! コンテンポラリー・アートの重要な収蔵品に焦点を絞った“美術館展”
日本ではこれまで数多くの「○○美術館展」と銘打った展覧会が行われてきました。ルーブル、
メトロポリタン、エルミタージュ…。しかしそこに展示されていたのは、印象派など、すでに評
価の定まった作品がほとんどでした。それに対し今回の「人間は自由なんだから:ゲント現代美術
館コレクションより」展は、世界的に高い評価を得ている現代美術館のコレクションから、その
核となるコンテンポラリー・アートの作品を紹介するものです。しかもそのコレクションは、ヤ
ン・フートという世界的に有名な豪腕キュレーターが、作家と共に作品を作りながら集めてきた、
実験的な作品ばかりです。

" 金沢だからこそ可能なゲント現代美術館のコレクション展
ベルギーのゲント市は首都ブリュッセルの西約 50 キロにあり、フランドル地方の中心都市です。
気候は冬に雪が少ないことを除けば、金沢と似ています。繊維、鉄鋼業等も盛んで、ギルド・ハ
ウス跡、古い城跡、大聖堂など、また中世の面影を残す観光都市でもあります。金沢市はこのゲ
ント市と、1971 に姉妹都市提携を行いました。以来、代表団の相互訪問や、金沢美術工芸大学と
ゲント王立美術アカデミーとの学術交流など、多くの交流事業を行ってきました。今回の展覧会
もその流れの中にあります。長い交流と信頼に裏打ちされた姉妹都市の間柄だからこそ実現した
特別な展覧会といえます。

# 「人間は自由なんだから」という言葉に込められた意味
ヨーゼフ・ボイス、マルセル・ブロータース、パナマレンコの三作家は、あらゆる人間は創造力
を持ち、生きること、そのこと自体が芸術であると考えました。この考えをボイスは、「芸術＝人
間＝創造性＝自由」という等式で表現しています。今日、様々な制度の「自由化」が広まる一方、
これまでとは異なったかたちで管理の強化が進んでいます。自由のあり方が変化するなか、人の
根元的な「不自由さ」を見据え、自由について考えることが重要になってきています。本展は、
彼らの代表作を展示するとともに、芸術を通して自由の実現を追求した作家たちの姿勢を感じな
がら、自由のあり方について思いを巡らす機会でもあるのです。

$ 金沢 21世紀美術館ならではのインスタレーション
コレクションといっても、形がないものもあります。アルトゥール・バリオというブラジルの作
家のインスタレーションは、場所に合わせて新しく制作される作品です。今回の展覧会に際し、
コーヒーの粉を部屋全体に満たしたインスタレーションを作家が来日して制作します。前回のド
クメンタ(ドイツのカッセルで 5 年おきに開催されている現代美術展)でも同様の作品で人気を博し
ました。またヨーゼフ・ボイスのインスタレーションは、展示する地域の作品と組み合わせて展
示することという指定があります。今回の展示では、金沢に江戸時代から伝わる日本美術と組み
合わせて展示することを試みます。

% 展示と多彩な催しで、生活と芸術をつなぐ
ゲント現代美術館は、一貫して生活と芸術を結びつけることを目指してきました。その考え方は
コレクションにも反映されています。そのため、本展で展示する作品も、食べ物を使った作品な
ど身近な素材が使われています。こうした作品を通し、またアーティストトークやシンポジウム、
子ども向けワークショップ、さらにはベルギー音楽などの多彩な催しを行い、金沢 21 世紀美術館
でも、生活と芸術をつなぐ機会を創出していきます。



5

ゲント現代美術館について

■ ゲント現代美術館（S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Ghent）

　1975 年 8 月 1 日、ゲント美術館の一角を使う形で設立。1999 年、現在の駅舎を改装し
た建物が開館した。「S.M.A.K.」はオランダ語表記の頭文字からとった略称（Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst）。ドクメンタ 9のコミッショナーであるヤン・フートが 2003
年まで館長を務めた。長らく自前の建物を持たなかったこともあり、一般の家庭に作品を
展示する展覧会「友達の家」展（1986 年）など、まちと美術をつなぐ展覧会活動に特徴
がある。
　コレクションは約 1000 点ほどあり、抽象表現主義からポップ・アート、コンセプチュ
アル・アートという 20 世紀後半の美術史の流れを網羅している。地元のベルギーの作家
のコレクションも充実しており、パナマレンコ、マルセル・ブロータース、ティエリー・
ド・コルディエ、リュック・タイマンスなどの代表的な作品を所蔵する。ヤン・フートの
国際的な活動により、ヨーゼフ・ボイス以降、コンテンポラリー・アートの重要な作品も
多い。
　2005 年より、新館長に若手のフィリップ・ファン・カウテレンが就任。ヤン・フート
の時代のコレクションと、新しい作家を組み合わせる「バリオ-ボイス」展など意欲的な
企画を展開している。2008 年には、ゲント現代美術館において、金沢 21 世紀美術館のコ
レクションを紹介する展覧会を企画中。ファン・カウテレン館長は、作品設置の立ち会い
と、今後の両館の提携についての協議、金沢 21 世紀美術館のコレクションの調査のため
に 4月に来日する。4月 29日には「芸術と社会」をテーマとしたシンポジウムに出席し、
ゲント現代美術館の試みについて具体的に紹介する。（シンポジウム「芸術と社会」4月 29
日）
屋上には、金沢 21世紀美術館にもある「雲を測る男」の像が建つ。
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出品作家
■アルトゥール・バリオ
1945年、ポルト（ポルトガル）生まれ。リオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）在住。
10歳でブラジルのリオ・デ・ジャネイロに移住。軍事独裁政権下、軍や軍警察による逮捕、拷問、
殺人が頻発する状況において、白い布の袋に血液や爪、毛髪、唾液、尿、糞などを入れて紐で縛
り、路上や海岸に放置する作品を制作。それを見る人の反応を写真やフィルムで記録した。絵具
など美術作品制作のための素材は「エリートのもの」として拒否し、ゴミや生肉、トイレット・
ペーパーなどを用いて制作する。《終わりのない》もコーヒーの粉やパン、ミネラル・ウォーター、
ワインなど身近で、永続性のない素材を用いたインスタレーションである。素材によって何らか
の意味を表現するのではなく、においを含め素材自体とその空間を体験する人との直接的な関わ
り合いを重視する。壁には、「遠くに」「近くに」「確かなこと」「不確かなこと」といった言葉や、
制作した日付が作家によって書き付けられる一方、一部はハンマーで荒々しく削り取られている。

■ヨーゼフ・ボイス
1921年、クレフェルト（ドイツ）生まれ。1986年デュッセルドルフ（ドイツ）にて没。
第二次世界大戦で空軍に従軍し、墜落するが、九死に一生を得る。その際、タタール人に全身に
塗ってもらったバターと体をくるんだフェルト地は、作品制作の重要な素材となる。《経済の価
値》は、ゲント現代美術館の企画展に際し制作された。ゲント美術館の 19 世紀絵画の展示室に、
金属製の棚を置き、東ドイツの食品のパッケージを並べたものである。各パッケージには、ボイ
スのサインが書かれている。棚の前には直方体の石膏の固まりが置かれる。「彫刻」、ひいては「芸
術」を象徴するこの固まりは、欠けた部分がバターで埋められている。石膏の染みから、エネル
ギーの象徴であるバターが「芸術」に吸収されたことが分かる。棚のラジオから石膏にケーブル
が伸びる。このケーブルが食物と「芸術」を媒介している。別の地域で再展示する際には、カー
ル・マルクス（1818-1883）の時代に、その地域で制作された絵画作品が周囲の壁に掛けられる。

■マルセル・ブロータース
1924年、ブリュッセル（ベルギー）生まれ。1976年ケルン（ドイツ）にて没。
詩人として活動した後、40 歳より美術作品を作り始める。駄洒落や言葉遊びは、ブロータースの
作品の重要な要素となる。例えば《ムール貝の大鍋》は、フランス語の「moule」という言葉が、
「ムール貝」と「鋳型」の両方の意味を持つことに着目した作品。中身の無いムール貝の殻は、
意味内容を伝える「言語」や、「芸術」を「芸術」として成立させる作家性、「美術館」制度と重
ね合わされる。子どもに言葉を教える玩具、有名な画家の名前、芸術家としての自らのサイン、
本のレイアウト、映像を映し出すスクリーンなど、内容よりもメディアへ関心を向け、作品化す
る。《近代美術館鷲部門》という活動は、「美術館」の活動を模したもので、美術作品の木箱だけ
を展示し、展覧会らしいポスターや招待状を作り、オープニングパーティを行うなどした。メディ
アへ眼を向けることで制度を疑い、言葉遊びというユーモラスな手法で、人を拘束する様々な「鋳
型」から自由になろうとしている。

■カタリーナ・フリッチュ
1956年エッセン（ドイツ）生まれ、デュッセルドルフ（ドイツ）在住。
フリッチュは、自身の記憶や夢などから浮かび上がってきたイメージを、シンプルで明快なフォ
ルムと色彩を持つ彫刻としてあらわす。巨大化し不気味にたたずむネズミや、黄色に塗られた聖
母像、キッチュな絵が描かれた花瓶など、フリッチュがつくる彫刻は、誰もがそれが何であるか
を見極めることができる写実性を有している。その一方で、意味の曖昧さや文脈の欠如、また不
安感・違和感を感じさせる色彩やスケール、配置方法は、見る者に様々な思考や感情を促す。本
展では、大量生産された日用品と芸術作品との境界を混乱させるような、謎とユーモアに満ちた
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フリッチュの作品 4 点を展示する。これらは、それぞれ一つの型から多数制作されたマルチプル
の作品である。作家は、古典的な具象彫刻の系譜を引き継ぎながらも、消費社会の基本である「生
産」「流通」という概念を作品に持ち込んだ。謎めいたイメージに、「製品」という形と意味合い
が付加されている。
■ファブリス・イベール
1969年、ルソン（フランス）生まれ。パリ（フランス）在住。
四角いサッカーボールや突起のついたブランコなど、様々なオブジェを制作。「機能するオブジェ
のプロトタイプ（POF:Prototype d’objet en fonctionnement）」と作家が呼ぶこれらのオブジェは、
日用品のようでありながら、道具のような有用性を持たず、日常空間を異化する。自らそれを使っ
てパフォーマンスを行い、商品のプロモーション・ヴィデオを模したユーモラスな映像を制作す
る。自分の名前をかけた《テディ・ベール》は、その一つ（POF51 番）で、テディベアの形をし
たビニール製着ぐるみとヴィデオからなる。さらに、「UR（無限責任）」という会社を設立。「顧
客」の要望を反映しながら、プロトタイプを開発、販売するという、商業をシミュレートする活
動も行う。また、展覧会場をテレビスタジオにして、番組の制作と放送を行う。「放送」や「美術
館」といった既存のメディアを異化し、撹乱する試みである。

■アニカ・ラーソン
1972年ストックホルム（スウェーデン）生まれ、ニューヨーク（アメリカ）在住。
1997 年に初めて映像作品を制作して以来、ラーソンは一貫して、人間（特に男性）が日常の様々
な状況化においてとる単純な行動の中に現れる深層心理や独特の緊張感・滑稽さを捉えることに
関心を抱いてきた。作品の登場人物は実写もしくはＣＧで表され、常に無言で何かの行為を黙々
と遂行する。≪曲げる II≫では、スーツに身を包んだ男性がコンピュータに向かい、マウスをク
リックしながらモニターに映されたＣＧキャラクターの男性の身体を少しずつ変形させていく。
いつの間にか、操作をしている男性が仮想現実の中の男性と重なり、その体がどんどん変形して
いくような心理的緊迫感に満ちている。≪犬≫では、犬を連れた男性二人の無表情な顔や、スタ
イリッシュな服装、鎖や革の手袋などの携行品が連続的にクローズアップされ、スローモーショ
ンで映される。日常に潜む歪みや妄想が極めてミニマルな映像言語によって浮かび上がっている。

■マーク・マンダース
1968年フォルケル（オランダ）生まれ、アーネム（オランダ）在住。
マンダースは 1986 年より、様々な大きさや種類の彫刻から構成される「建物としてのセルフポー
トレート」と名付けた作品に取り組んできた。作家の思考のプロセスが視覚化された架空の建物
の見取り図に基づいて、いくつもの家具や装置が作り出され、現実と夢との狭間をさまようよう
な空間が構築されていく。本展では、「建物としてのセルフポートレート」の一部を構成する 2 点
が展示された。管でつながれた彫刻群から成る≪瞬間機械≫と、キツネのお腹にネズミが括りつ
けられた≪キツネ／ネズミ／ベルト≫である。前者は「有機体として構成された閉じた回路」で
あり、後者はキツネの胃の中に収まるはずのネズミを作家の手でキツネの腹の外側に寄り添わせ
たものであるという。それらは彼の構築する世界の中で固定的に何かを象徴するものではない。
建物の見取り図は時と共に修正が加えられる。現実と交差し、また離れながら、紡ぎ続けられて
いく一つのヴィジョンである。

■ブルース・ナウマン
1941年インディアナ（アメリカ）生まれ、ニューメキシコ（アメリカ）在住。
1960 年代後半から作家活動を始めたナウマンは、彫刻や、ヴィデオ作品、パフォーマンスと、実
に多様な表現スタイルで制作を行い、世界的に高い評価を得てきた。彼はしばしば、言葉が持つ
力やその影響について、また、身体・行為と感情との関係性を主題として扱ってきた。本展に出
品された≪グッド・ボーイ、バッド・ボーイ≫では、二つのモニターで、男性と女性が各々「私
は良い子だった。あなたは良い子だった。私たちは良い子だった。それは良いことだった…」で
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始まる同じセリフを繰り返し発する。両者は次第に苛立った感情的な話し方となり、見る側の心
理を刺激するようなムードが高まっていく。声音や表情の違いだけでなく、二人の人種や性別の
違いによって、我々の受け止め方のニュアンスが異なってくることに気が付く。ナウマンは言葉
そのものというよりも、コミュニケーションが孕む問題、さらに人間の本性について、鋭い視点
で踏み込んでいる。

■パナマレンコ
1941年、アントワープ（ベルギー）生まれ。同地在住。
「パナマレンコ」という名前は、「パン・アメリカン航空」から作られた。活動初期にあたる 1960
年代後半には、フェルトやブリキといった日常的な素材で、人物や日用品など具象的な彫刻を作
る一方、アントワープの街頭で「ハプニング」を行う。1966 年には、電磁石を靴に埋め込み、壁
や天井を歩く《磁石靴》を制作。その後、飛ぶための機械を研究・開発し作品として発表する。
プロペラとモーター、気球、磁石など様々な方法を試みる。1969 年から飛行船《アエロモデラー》
の実験と制作を続けるが、ソンズビーク野外彫刻展に参加する際、これに乗ってアントワープか
ら会場まで移動することを試み失敗。《フェロ・ルスト》は、磁界を使って飛ぶ構想で、UFO のよ
うな形の下部に、自在に回転する電磁石が 4 つ付く。荒唐無稽とも言える様々な空を飛ぶための
アイディアを、アマチュア工作のようなローテクさにこだわりながら実現しようとしている。

■リュック・タイマンス
1958年、モルツェル（ベルギー）生まれ。アントワープ在住。
人物像など具象的なモチーフを描くが、目の前の対象を丁寧に画面に写し取るような写実性はな
い。テレビのニュース映像や幼い頃の記憶など、無意識に刷り込まれ、フラッシュバックする記
憶をもとに描く。《Mwana Kikoto》は、植民地コンゴの空港にベルギー国王ボードゥアン 1 世が降
り立った時の映像の記憶に基づき描いている。植民地支配やホロコースト、教会、医学写真など、
死や暴力、支配など人の暗部をモチーフとすることも多い。絵はつねに 1日以内で制作。顔をはっ
きりと描かず、体の切断を暗示する画面は、日常生活の中に突如として現れる不安や恐れを映し
出す。絵のサイズを統一したり、額に入れたりすることを嫌い、曖昧さや浮遊感を大切にする。
また、画面の重層性も特徴である。《無題》は、壁紙の上に油彩で書かれたものであり、壁紙のパ
ターンが透けて見える。《アリーナ》のように画面の中に画面があるという重層性もしばしばみら
れる。

■ロイス＆フランツィスカ・ヴァインベルガー
ロイス：1947年、スタムズ（オーストリア）生まれ。
フランツィスカ：1953年、インスブルック（オーストリア）生まれ。
ウィーン在住。1999年より共同制作を行う。
植物を扱う作品を制作。子どもの頃、両親の畑で雑草を取る手伝いをする中で、有用な植物と有
害な植物の区別が人間の基準で行われていることを感じ取る。「最もよい庭師は、庭を放ってお
く」と語るように、植物に名前を付け、分類し、育て、間引くという人間の自然に対する管理と、
管理を逸脱した自然発生的な「雑草」との相互に入り組んだ境界に着目する。《庭》は、新聞紙の
束を地中に埋め、植物の種子を自然に入り込ませた作品。その後再び掘り返し、プラスチック製
トレーの上に置いたものである。流通するメディアである新聞とそこに生える分類できない植物
を対比させる。自然発生的な「雑草」を、地面から切断し移動可能とすることで、自然と人間の
関係を問い直す。また、植物の名前に動物の名前など別の意味をもつ言葉が含まれることを示す
ドローイングを制作。分類という行為を無効にし、別の意味の広がりを生み出している。
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▲アルトゥール・バリオ［終わりのな
い］
　2005

▲ アニカ・ラーソン
　［曲げる｢ ］2002

▲ マーク・マンダース
　［瞬間機械(建物としてのセルフポートレートからの断
片)］ 　
　1991-94

▲ パナマレンコ［フェロ・ルストｪ ］
1997

▲ ロイス＆フランツィスカ・ヴァインベル
ガー［庭］1997

▲ リュック・タイマンス
　［Mwana Kitoko］2000

Photo:Dirk Pauwels
Courtesy S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Ghent
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関連企画
■シンポジウム「芸術と社会」（仮称）
日時：4月29日（土・祝）14：00-16：30（開場13：45）
定員：先着160名
会場：金沢21世紀美術館　シアター21
料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要）
パネリスト：フィリップ・ファン・カウテレン（ゲント現代美術館館長）、
　　　　　　毛利嘉孝（東京芸術大学助教授、専門は社会学・文化研究）

■アルトゥール・バリオ（出品作家）によるアーティスト・トーク
日時：4月30日（日）14：00-15：00（開場13：45）
定員：先着80名
会場：金沢21世紀美術館　レクチャーホール
料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要）

■こどもの日 親子向けギャラリー・ツアー
　「ゴーゴー！S.M.A.K.（スマック）」
日時：5月5日（金・祝）、6日（土）10：30-12：00／14：00-15：30
定員：各回先着15組（対象：小学生以上の親子）
集合場所：金沢21世紀美術館　キッズスタジオ
料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要）

■こども向けワークショップ「飛んでパナマレンコ」（仮称）
日時：8月6日（日）14：00-16：00
定員：先着20名（要事前申込、対象：小学4年生-中学生）
会場：金沢21世紀美術館　キッズスタジオ
料金：無料
申込方法（多数の場合は抽選）：申し込み期間7月1日～7月24日
! 住所" 氏名# 学年$ 電話番号を明記の上、
1. メールの場合smak@kanazawa21.jp（このアドレスは申込期間中のみ有効）
2. 往復はがきの場合、下記あて先にご応募ください。
あて先：〒920-8509金沢市広坂1-2-1金沢21世紀美術館「パナマレンコ」係

■学芸員によるギャラリー・トーク
日時：5月13日（土）、5月27日（土）、6月10日（土）、6月24日（土）、7月8日（土）、7月22日
（土）、8月5日（土）、8月19日（土）各回14：00-
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、本展の観覧券が必要）

※イベントは都合により変更になることがあります。
　 シアター21でも関連イベントを予定しています。詳細は金沢21世紀美術館ウェブサイトをご参
　 照ください。
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