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金沢21世紀美術館9月のプログラム

2 016

2016年9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。

9 月開催の展覧会
コレクション展 2 ダイアリー

9月10日（土）〜
11月27日（日）

同時開催「粟津潔、
マクリヒロゲル 3：粟津潔と建築」
大岩オスカール《北千住》2008
撮影：末正真礼生

ダイアリーとはラテン語の「一日」を指す「diēs」を語源とした、個人的な日記や日誌を意味することばです。
書かれた、あるいは描かれたダイアリーには日々の記録が時間の積層として現れ、そこからは記憶、身体、痕
跡、日常、反復といった要素を読み取ることができます。さらに個人が自らのために記したダイアリーは、パ
ブリックに開かれることで「歴史」の一部ともなり得ます。本展はこうした多様な拡がりを持つ「ダイア
リー」というキーワードを手がかりとして、8名のアーティストによる作品を紹介します。また同じコレク
ション展2のなかで、
「ダイアリー」と同時に「粟津潔、マクリヒロゲル3：粟津潔と建築」も開催します。

アペルト05

樫木知子 〜Daydream〜

9月17日（土）〜
2017年1月9日（月・祝）

京都をおもな活動の舞台とする画家、樫木知子（1982年、京都生まれ）。彼女が繊細かつ流麗な描線と透明感
のある穏やかな色彩によって紡ぎだす、白昼夢のような幻想的な世界をご紹介します。
《うでピアノ》2015（部分）

9 月のステージ・イベントプログラム
おいしいおかしいおしばい

9月3日（土）、4日（日）

「わかったさんのクッキー」
Photo: Hideto Maezawa

チェルフィッチュ主宰の岡田利規（台本・演出）、アーティスト金氏徹平（舞台美術）。二人の当館収蔵作家が、
前野健太
（劇中歌）
とともに
「おいしいおかしいおしばい」
の世界を創りあげます。
日時＝9月3日
（土）
、
4日（日） 両日共15:00開演（開場14:30） ※上演時間60分予定
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝おとな 2,500円、
こども 2,000円、
おやこ 3,000円（全席自由）
（要会員証提示）
。
※友の会会員はチケット料金が1割引となります
※こども券は4歳以上〜高校生が対象です。
※おやこ券はご家族にかぎらず、
おとな、
こどものペアで購入いただけます。
※3歳以下の入場はご遠慮ください。
ローソンチケット
【Lコード：58154】
、
取扱＝金沢21世紀美術館ミュージアムショップ、
、
金沢21 世紀美術館友の会ウェブ予約申込
チケットぴあ
【Pコード451-873】
※友の会チケットはミュージアムショップ、
友の会WEB申込フォームのみ取扱。
お問合せ＝金沢21世紀美術館 交流課 TEL 076-220-2811

アーティスト・トーク

岡田利規（台本・演出）× 金氏徹平（舞台美術）

日時＝9月3日
（土）
17:00〜18:00
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21 入場料＝500円
（ただし9/3か4の公演チケットをお持ちの方は無料）
定員＝100名 ※当日14:00より先着順に整理券を会場受付にて配布
（公演チケットをお持ちの方も整理券が必要）

本資料に関するお問合せ

金沢 21世紀美術館 広報担当： 落合・川守
〒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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AIR21：カナザワ・フリンジ 2016

9月3日（土）〜11日（日）

第 3 期公開イベント
金沢21世紀美術館を飛び出し、アートな視点で金沢の課題、人、場所に取り組むアーティスト・イン・レジデ
ンス
（滞在制作）
プログラムです。

【考える】レクチャー「ソーシャリー・エンゲイジド・アート：金沢におけるアーティス
ト・イン・レジデンスの可能性」
講師＝工藤安代
（NPO法人アート＆ソサイエティ研究センター 代表理事）
日時＝2016年9月3日
（土）14:00〜15:30
会場＝金沢21世紀美術館 松涛庵
（お茶室） 対象＝どなたでも 料金＝無料
（予約不要）

【話す】地域社会とアート：ワールドカフェ開催！
日時＝2016年9月3日
（土）16:00〜17:30
会場＝金沢21世紀美術館 松涛庵
（お茶室） 対象＝どなたでも 料金＝無料
（予約不要）

【踊る】路上にて・Sokerissa! On the street in Kanazawa
アーティスト＝新人Hソケリッサ！
◯路上パフォーマンス
日時・会場＝

9月5日（月）13:00〜15:00の間随時 金沢駅東もてなしドーム地下広場
9月7日（水）10:00〜11:00 近江町いちば館広場
13:00〜15:00 金沢表参道
18:30〜20:30 いしかわ四高記念公園（旧中央公園）
新人Hソケリッサ！の金沢お披露目路上パフォーマンス。
◯ライブ
日時＝9月6日
（火）18:30〜20:00 会場＝金沢21世紀美術館シアター21
料金＝投げ銭 予約＝不要
◯トークセッション
日時＝9月8日
（木）19:00〜21:00 会場＝ダイニングバー不二（材木町29-13）
料金＝1ドリンクオーダー制 定員＝限定20人
（先着順）
予約＝akane@suisei-art.com 中森まで、
人数、
お名前、
連絡先をご明記ください。
◯ダンスワークショップ
日時＝9月10日
（土）13:30〜15:00 会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝無料 対象＝小学生以上
（経験不問） 定員＝30名
（先着順）
予約＝akane@suisei-art.com 中森まで、
人数、
お名前、
連絡先をご明記ください。

【食べる】KANAZAWA妄想レストラン TEI-EN
シェフ＝稲田俊輔
◯TEI-EN オープニングパーティー
日時＝9月9日
（金）18:30〜20:00 会場＝shirasagi / 白鷺美術
（柿木畠4-16）
料金＝2500円＋1ドリンク 定員＝30名※先着順、
定員に達し次第受付終了
予約＝金沢アートグミ TEL 076-225-7780 又はinfo@artgummi.comまで
◯シェフトーク試食付き
日時＝9月10日
（土）15:30〜16:30 会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
対象＝どなたでも 料金＝無料
（予約不要）※試食は無くなり次第終了

【知る・考える】金沢のアーティスト・イン・レジデンス
日時＝9月11日
（日）

13:30〜14:30〈1部〉基調プレゼンテーション：ソウルのケーススタディ
15:00〜18:00〈2部〉トークセッション：カナザワのAIR
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
対象＝どなたでも 料金＝無料
（予約不要）
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開催中の展覧会と関連プログラム
コレクション展1

開催中〜

Nous ぬう

9月25日（日）

「縫う」ことを中心とする手芸という行為は女性の創作活動として認知されてきました。針を進める時間の
なかに多くの思いが込められ、縫うことで生まれる衣服は身につける人自身を伝えるものとなります。日常
のなかで育まれる感性を手がかりに、手芸的なものとアート、そしてジェンダーについて考えていきます。

ぬうカフェ・レクチャー
「ぬう」展のテーマである「縫うこと」や「アート」についていろいろお話します！
日時＝9月19日
（月）14:00〜15:45 会場＝金沢21世紀美術館 会議室1
料金＝無料
（ドリンク付き） 定員＝30名
（先着順、
要電話予約）
内容＝14:00〜14:30 トーク
「モンデンエミコの刺繍日記 122/128日を振り返る」
出演：出演： モンデンエミコ × 高橋律子
（担当キュレーター）

14:30〜15:15「ぬう」展レポート+レクチャー「手芸とアートの深い関係」
講師： 山崎明子
（奈良女子大学生活環境学部生活文化学科准教授）
レポーター： 山崎ゼミ
（上田菜都美、
西澤ゆきの、
丸山早百合、
森智美、
綿野真子）

15:15〜15:45 ぬうカフェ・フリートーク ※出演者や講師を囲んで「ぬう」展について一緒にお話しましょう。

SUPERFLEX One Year Project
― THE LIQUID STATE / 液相

開催中〜

2017年3月12日（日）

SUPERFLEX は、コペンハーゲン（デンマーク）を拠点に活動するラスムス・ニールセン、ヤコブ・フィン
ガー、ビョルンスティエルネ・クリスチャンセンの3人によるアーティスト・ユニットです。現代社会におい
て、既存の社会制度や枠組みに言及して、生産方式やコミュニティへの働きかけによって公共空間における
新しいシステムを提案しています。今回は金沢21世紀美術館を培養用シャーレに見立て、
「培養」と「発酵」
によってコミュニティを「醸成」するプロジェクトに取り組みます。
展示期間： 4月29日（金・祝）〜11月27日（日）

no new folk studio「Orphe」

開催中〜

9月25日（日）

履き手が動くと楽器のように音を奏で、さまざまな光と色を放つ新感覚シューズOrphe（オルフェ）。本展で
は、Orpheを履いたダンサーが真夜中の美術館を縦横無尽に駆け巡る映像作品《Motion - Score》をご紹介
します。ダンサーの動き（Motion）が音と光に変換され奏でられることから、
「動き」がまるで楽譜（Score）の
ようです。次世代クリエイター集団が作り出す新しい音楽インターフェースOrpheをご堪能ください。

公演「わかったさんのクッキー」関連プログラム

ちがったさんのラッキー

開催中〜

9月4日（日）

9月に金沢21世紀美術館シアター21で公演する「わかったさんのクッキー」で、台本と演出を担う岡田利規
（演劇作家・小説家・ チェルフィッチュ主宰）と、美術を担当する金氏徹平（アーティスト）は当館の収蔵作家
です。
ユニークな身体表現とテキストで人気を集める岡田と、
国内外で数多くの展覧会を催す人気若手・現代
美術作家の金氏がタッグを組み、
観劇だけにとどまらない、
複合的な体験の場を創出します。
日時＝8月11日
（木・祝）
〜9月4日
（日）13:00〜16:00
会場＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房 料金＝入場無料
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9 月のキッズスタジオ・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!
子どもも大人も一緒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＝毎週土日・祝 13:00〜16:00（自由入場）※22日(木祝)は休場
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

参加者の作品より「ざぶーん」

（下はプログラムの例です。内容は日によって変わります。）
できるもんね！アートテクニック「ペーパー・ソーイング」

「ぬう」と誕生！ 妖怪パペット
紙を毛糸で「ぬう」と生まれるふしぎな妖怪のつり下げ人形（パペット）で遊ぼう！紙を手でクシャクシャもんで柔らか
くなったら、パンチで穴を開けて毛糸で縫いあわせます。夜の美術館に現れるのはどんな妖怪かな？

キッズスタジオ・プログラム

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」
キッズスタジオ内にある小さいお子様連れの方をサポートするスペースです。
小さなお子さんとのお散歩やひと休みするスポットとしても、ぜひご活用ください！
開催日＝9月6日（火）以降の毎週火木 10:00〜12:30（自由入場）※20日（火）、22日（木・祝）は休場
会場＝キッズスタジオ
対象＝未就学児とその保護者

料金＝無料

アートライブラリー・プログラム

絵本を読もう「コレクション展1

Nous ぬう」とともに

日時=9月25日（土）11:00〜（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：高橋律子（展覧会担当キュレーター）
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。

美術奨励の日 9 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。

9 月の休館日
5日（月）/ 12日（月）/ 20日（火）/ 26日（月）
本資料に関するお問合せ
広報担当：落合、川守
〒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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