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市民美術の日
オープンまるびぃ2017
朝も夜も美術館
2017年10月14日（土）

毎年10月の「市民美術の日」、金沢市民は当館主催展覧会の入場が無料に！
今年は更に「オープンまるびぃ2017 朝も夜も美術館」と題して
混雑の少ない朝や夕方以降に特別企画を実施します。

イベント名

市民美術の日「オープンまるびぃ2017

日時

2017年10月14日（土）8:00〜21:00

会場

金沢21世紀美術館

料金

プログラムにより異なる

朝も夜も美術館」

（金沢市民は展覧会の観覧が無料/運転免許証などの在住証明書要）
お問い合わせ

金沢21世紀美術館 TEL 076-220-2800

主催

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

協賛

柿木畠振興会、片町商店街振興組合、香林坊商店街振興組合、新竪町商店街、
新天地商店街振興組合、せせらぎ通り商店街振興会、竪町商店街振興組合、広坂振興会

協力

本資料に関するお問合せ

株式会社ロフト金沢ロフト、株式会社東急ハンズ金沢店

金沢21世紀美術館
〒920 - 8509

事業担当： 吉備

金沢市広坂1-2-1

TEL 076 -220 -2814

広報担当： 坂元

FA X 076 -220 -2802

ht tp://w w w.kanazawa21.jp

E-mail: press@kanazawa21.jp
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イベント概要

2004 年の開館以来、金沢 21世紀美術館では金沢市民が美術に親しむ機会として美術館主
催の特別展とコレクション展を無料観覧できる「市民美術の日」を設けています。今年は朝と
夜の時間帯に着目しました。この日に限り展 覧会 開場時間を朝 9 時から夜 9 時まで拡 大し、
当美術館や展覧会を皆様にもっと身近に感じていただけるようなプログラムを行います。
まるびぃとは…「まるいびじゅつかん」の意で、金沢 21世紀美術館の愛称です。2004 年の開館に合わせ
て、公募で決定しました。

「市民美術の日」
とは

「市民美術の日」は市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう10 月の金沢こども週間（10
月の第 2 日曜日からその直後の土曜日までの7 日間）の最終日に設けられました。「市民美術
の日」は金沢 21世紀美術館主催の「特別展」及び「コレクション展」を無料で観覧できます。
運転免許証など金沢市在住であることが証明できるものが必要となります。

5 つのポイント

① 金沢市民は美術館主催展覧会が無料！
展示ゾーンで開催中の 3 つの展覧会を無料でご覧いただけます。（詳細は 5 ページ目をご覧ください）

② 市民専用カウンターを設置！
一 般のチケットカウンターに並ばずに、市民専用カウンターにて無料 観 覧券を配布します。
先着 500 名様には特製バッグをプレゼント！

③ 9〜21時まで展覧会オープン
いつもの土曜日よりも展覧会開場時間を朝と夜に各1時間拡大！
ゆっくり展覧会をお楽しみください。

④ ヤン・ファーブル《雲を測る男》の1日特別展示
普段は屋上に設置されているおなじみの恒久展示作品《雲を測る男》がこの日限定！
地上で間近に鑑賞できます。

⑤ 美術館を楽しむ1日限定特別プログラム
館長や副館長のトーク、ワークショップや映画上映など、どなたでも楽しめるプログラムが目白押し！
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プログラム一例
※ 詳 細 は 当 館 ウェブ サ
イトにてチ ラシ P D F 等
でご確認ください。

《雲を測る男》特別鑑賞
場所：展示室 3 横
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普段は屋上に設置されている、おなじみの恒久展示作品
《雲を測る男》が、この日は展示 室内で 間近に鑑 賞でき
ます。

ヤン・ファーブル《雲を測る男》1999年
©Angelos bvba / Jan Fabre

朝のイベント

まるびぃで朝ヨガ
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8:00〜9:00
会場：広場（「まる」前）
担当：ながいなつこ
美術館の芝生で気軽にヨガを楽しみましょう。

島さんと朝お茶しましょ。
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9:15〜10:00
会場：会議室 1
普段直接話す機会の少ない当館館長とお茶を飲みながら、
ゆっくりお話してみませんか。

バブバブごろりんタイム
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9:30〜10:00
集合場所：展示室 13 前
乳幼児連れのお客さまを対象に、子ども目線で寝転びな
がらヨーガン レール展を楽しみます。

まるびぃ作品鑑賞講座 入門編
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11:00〜12:00
会場：レクチャーホール
当館副 館長 が、1日特別 展示される《雲を測る男》の秘
密などをご紹介します。
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夜のイベント

上映会 & アフタートーク
映画『オラファー・エリアソン 視覚と知覚』
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19:00 -21:00 会場：シアター 21（B1F）
会場：レクチャーホール
当館所蔵の作品《カラー・アクティヴィティ・ハウス》。こ
の作家であるオラファー・エリアソンの活動を追いかけた

© Jacob Jørgensen, JJFilm, Denmark

ドキュメンタリー映画を上映します。上映後は当館チーフ
キュレーター黒澤浩美と、アーティストの坂野充学氏との
アフタートークも予定しています。
主催：フィッカ
共催：金沢 21 世紀美術館
詳細は Web サイトへ（http://w w w.ficka.jp/olafur/）

みんなで PIKA PIKA
スペシャルワークショップ
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18:30〜20:30
会場：プロジェクト工房
担当：モンノ カヅエ（トーチカ）
定員：先着 40 名（18:00 より受付開始）
当館コレクション作品《PIKAPIKA in KANAZAWA 2008》
の特別上映に合わせて、作家を招いたワークショップを開
催！光のアニメーションを参加者と共に作ります。

ゲリラ・ギャラリートーク
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17:00 - / 18:00 -（各回 30 分程度）
会場：展示ゾーンを中心とした館内各所
展示作品や美術館について、個性的なキュレーターが同
時多発的に話します。具体的な会場は当日まで分かりま
せん。

金沢地ビール飲み比べ
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17:00〜21:00
会場：総合案内前
金 沢の美味しい水と原材料で 作られたクラフトビールを
販 売します。ビール の 味 はもちろん、魅 力 的 な 店 主の
方々とのお話もお楽しみください。
出店：株式会社 金澤ブルワリー
オリエンタルブルーイング株式会社
協力：金沢市地域おこし協力隊
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展示ゾーンで
開催中の展覧会
※ 当日 無 料 観 覧 券 で
鑑賞できます

日本・デンマーク外交関係樹立 150 周年記念展

日々の生活 ‒ 気づきのしるし
Everyday Life ‒ Signs of Awareness
会場：展示室 7〜12、14、光庭、交流ゾーン
日本・デンマーク外交樹立 150 周年を記念した展覧会。家具
や器など日々の暮らしに生きるデザインが優れた製品や活動
を紹介します。

ヨーガン レール 文明の終わり
Jurgen Lehl The End of Civilization
会場：展示室 5、13
自然とともに生き、その尊さを伝えたデザイナーのヨーガン
レール。海岸から打ち寄せられた廃品のプラスティックから
作られた美しい照明などを紹介します。

コレクション展 2

死なない命

会場：展示室 1〜6
従 来の生命感に対して「死なない命」も可能かもしれない現
代。「新たな生命を造形する意味」や「人工的な自然を生きる
ことの可能性」などの生命の「いま」について考えます。

交流ゾーンで
開催中の展覧会
（無料）

lab.2 Sight
会場：デザインギャラリー
目で見る光景を音に変換し、聴覚で世界を捉える研究を進め
る「Sight」。研究を紹介するほか、実際にデバイスを装着し
て光景を「聴く」体験ができます。

泉太郎展 突然の子供
会場：長期インスタレーションルーム
泉太 郎は日常に潜む不条 理な体 験を作品にします。実態が
参考画像

撮影：末次朱理

不 確かな「チーム」をつくり、混乱と同時にユーモアを備え
た作品を発表します。
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広報用画像

画像 1〜10 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。

Email: press@kanazawa21.jp

［使用条件］
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションと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画像に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ください。
※アーカイヴのため、後日、掲 載 誌（紙）、URL、番 組収 録の DVD、CD などをお送りください。以 上、
ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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