PRESS RELEASE

2009.10.1

2009年10月9日
金沢21世紀美術館は開館5周年を迎えます。
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2009

金沢21世紀美術館の開館５周年にあたり、山出保金沢市長及び秋元雄史館長よりメッセージをお伝えします。
併せて今後予定している5周年記念事業及び10月に開催される様々な催しについてお知らせいたします。

ご挨拶

美術館は、市民と一緒に成長する
金沢の「元気の素」
金沢21世紀美術館が2004年10月9日に開館し、早いもので5年を迎えることになりました。おかげさまでこれ
まで世界中から700万人を超える方が訪れています。まさにこの美術館は、子ども達からお年寄りまでの歓声が
響く金沢の「元気の素」に成長したのです。
開放的で明るい館内は、多様なアート表現に触れそれを楽しむ人たちの笑顔で満たされています。市民の皆さん
による催しも数多く行われワクワクした交流の輪が広がる、そんな躍動的な存在となりました。
金沢市は、創造的な文化の営みと産業活動の連関などにより、まちを元気にしているといった点が評価され、昨
年度文化庁の「文化芸術創造都市」に選ばれ、今年度はクラフト部門でユネスコ創造都市に認定されました。今後
は、海外の美術館との交流も一層深め、世界に向けて金沢21世紀美術館を発信していきたいと思っております。
経済状況の厳しい中ですが、美術館が金沢の文化と産業にインパクトを与えるとともに、まちの賑わいにも寄
与し、国内外に金沢を発信する存在であり続けるよう、秋元館長をはじめスタッフ共々努力してまいります。そ
してこれからも子どもたち、市民の方々と一緒に成長する、この街の「元気の素」であり続けたいと思います。

金沢市長

山出 保

開館からのポリシーを守り、
さらなる飛躍を準備中
2004年に開館した当館も今年で五周年を迎えます。これまで延７００万人の皆さんにご利用いただきました。
そのお一人おひとりに心から感謝をいたします。サスティン会員、友の会、市民の方や近隣の商店街の皆様、本当
にありがとうございます。そして素晴らしい作品をご提供いただいた各作家の皆さんに心から感謝しています。
開館当初から掲げている美術館ポリシーがあります。1.世界の「現在（いま）」とともに生きる。2.まちに活き市民
とともにつくる。3．地域の伝統を未来につなげ、世界に開く。4．子どもたちとともに成長する。という内容です。
このことばが、5年の間に少しずつ成長しています。
5周年を機に様々な事業が進行中です。当館の特徴である美術館と一体となった作品を増やしたり、当館で力を
入れている教育普及活動についての国際シンポジウムを開催したり、この五年間で収集してきた作品を網羅し
たコレクションカタログの刊行などです。新しいコミッションワークでは、オラファー・エリアソンというアー
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ティストの作品が広場に加わります。一番人気のレアンドロ•エルリッヒの《スイミング•プール》のように多く
の皆さんに楽しんでいただけるでしょう。また、20代〜30代の若者を対象とした「金沢若者夢チャレンジ・アー
トプログラム」や金沢市内の小学4年生全児童を招待する「ミュージアム・クルーズ」、老若男女だれでも参加で
きる「アートモール・スクールプロジェクト」などの当館独自の教育普及活動をより深化、発展させるシンポジウ
ムでは、海外、国内の先進事例と当館の事例を広く紹介するとともに今後の研究に役立て、事業内容をより充実
させていきます。これらの事業を通じて、これまで以上に多くの方々により楽しんでいただけると思います。基
本を忘れずにより高い目標に向かって美術館を運営していきますので、これからも変わらぬご愛顧をよろしく
お願いします。

金沢21世紀美術館館長

本資料に関する
お問い合わせ

広報担当： 落合・黒田・岡田
〒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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2009年度開館5周年記念事業
コミッションワークの誕生

2009年度内完成予定

世界的に活躍する現代美術作家のオラファー・エリアソン（Olafur Eliasson 1967年生まれ、ベルリン在住）による新しい恒久展示作品《Colour
activity house》
（ 色うつろう家）が、美術館東側の広場に設置されます。湾曲したガラスが渦巻くように自立しているこの作品は、カラーモデルの
ひとつであるCMY（シアン＝青、マゼンダ＝赤、イエロー＝黄）を基調にした3つの色ガラスで構成されています。高さ約3メートル、直径約8メート
ルの色ガラスの壁の間を通過するとき、人々は立つ位置や日中の光の強弱によって、異なる色相に彩られた美術館や街の様子を見ることになりま
す。夜間には、ガラスの壁の中心に立てられた白色灯が点灯し、
《 Colour activity house》
（ 色うつろう家）は美術館の中から見ると青や緑に、周辺の
芝生や美術館に面した道路からは橙、赤、紫といった色相の、ひとつのライトハウス（灯台）のように輝きます。

Olafur Eliasson Colour activity house
Visualization: Studio Olafur Eliasson, 2009
© Olafur Eliasson, 2009

「コレクションカタログ」編纂発行

2010年1月発行予定

2004年度開館時に241点のコレクションでスタートした金沢21世紀美術館は、開館後の５年に亘る調査研究活動の成果として、現在161作家、約
3,000点のコレクションを形成しています。新収蔵作品を網羅した全コレクションを紹介するコレクションカタログを編集、発行します。優れた作
品写真とデザインワークによるビジュアル展開でアートワークの本質をダイナミックに表現する画期的な編集。作家作品情報も充実し、金沢21世
紀美術館コレクションの全貌を伝えるコレクションカタログの決定版となります。

シンポジウム「ミュージアム・エデュケーション21」開催

2010年1月開催

金沢21世紀美術館が開館以来取り組んできた教育普及活動を総括し、21世紀の「美術館教育の可能性」を展望します。先進的な活動で国際的に注目
を集めている国内外の美術館の事例発表、また学校教育と社会教育が交差する現場の事例発表を通じて、鑑賞教育のあり方を具体的に提案します。

開催日程

1月15日(金)＝公開授業「学校連携プログラム」
1月16日(土)＝シンポジウム「美術館教育の現在」
1月17日（日）＝レクチャー＆トークセッション「鑑賞教育の現場から」
（出演予定：ストックホルム近代美術館、ポンピドゥー・センター、ヴァル=ド=マルヌ現代美術館、ほか国内外の美術館、大学、教育関係者多数）

金沢21世紀美術館友の会ロゴマークの制定

2009年10月9日募集開始
2010年3月上旬決定

金沢21世紀美術館友の会はファンと美術館をつなぐパイプ役として、美術館を様々な角度から楽しむためのコミュニティを形成してきました。
2009年9月現在その会員数は約2,600人に成長。この度、友の会をより身近に感じていただく象徴となる友の会ロゴマークを一般公募することに
なりました。テーマは「金沢21世紀美術館と共にある友の会」。一般に広く募集することで友の会を認知してもらう機会とします。既におなじみと
なった当館のシンボルマーク（21○）の制作者であるグラフィックデザイナー佐藤卓氏、当館建築設計者である建築家ユニットSANAAの妹島和世
氏と西沢立衛氏、秋元雄史当館館長を審査員に据え、友の会会員による人気投票も行います。関係者だけでなく、一般の方々や友の会会員にも参画
してもらいながらロゴマークを制定し、友の会の象徴的存在とします。
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10月の催し
10月10日（土）12:00〜（約20分）
本多通り口広場（雨天の場合、総合案内前）

開館5周年記念式典

山出保金沢市長、秋元雄史金沢21世紀美術館館長を囲んでサスティン会員、友の会会員、
来館者、美術館スタッフととともに開館5周年を祝う記念式典を開催します。
プログラム(予定):

① トランペットソサエティによるファンファーレ
② 開会の言葉 (金沢21世紀美術館館長 秋元雄史)
③ 市長あいさつ (金沢市長 山出保)
④ バースデーソング合唱 / 他

10月9日（金）〜12日（月・祝）
館内、広場、プロジェクト工房 ほか

まるびぃdeパーティ5

当館（愛称：まるびぃ）が誕生した10月9日の開館記念日をはさんだ期間中、皆さんと賑やかな催しでお祝いする
恒例のお祭りです。おなじみのアートzaマーケットやミニSL、金沢観光ボランティアガイド「まいどさん」席主
のバースディ茶会の他に、開館５周年を記念した新しいイベントが目白押しです。例えば夜のDJイベント、JAZZ
ライブ、屋外でピアノを演奏するオソトdeぴあのなど音楽イベントやラジオ金沢でのオンエア。オリジナル自転
車が試乗できるチャリdeアートやフルーツのオブジェにペイントするワークショップといった参加型イベント
も。さらに迷路「まるdeメイロ」やまるびぃスライドショーでは楽しみながら美術館の５年間の歩みを振り返る
仕掛けがあります。詳しいスケジュールや内容は同封のちらしやウェブをご覧ください。

10月開催中の展覧会と関連イベント
開催中〜11月3日（火・祝）

未完の横尾忠則
ー君のものは僕のもの、僕のものは僕のもの
ワークショップ
「探検！横尾ワールド」

記念対談 第3弾
平野啓一郎(小説家)×横尾忠則

横尾さんの作品には横尾さんが見たり聞いたりしたいろいろなものが
つまっています。そんな横尾さんの世界を、目や手を通して探検します。

小説家、美術家として実験的な活動を続ける2人の
表現者が、新たな表現の可能性について語ります。

日時＝10月3日(土) 13:30〜16:00

日時＝10月24日（土）17:00〜18:30

対象＝小学生

定員＝小学生15名（先着順、電話予約可 076-220-2801）

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）

料金＝入場無料

学芸員によるギャラリートーク

定員＝80名

（ただし、本展観覧券及び整理券が必要）
※当日10:00レクチャーホール前にて整理券を
配布します。

日時＝10月17日（土）14:00〜15:00
集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）

広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”

開催中〜2010年3月22日（月・休）

対談 西山美なコ × 村田大輔（本展担当学芸員）
西山美なコは、
「ピンク」、
「かわいい」など日本社会の側面を押し出した作品で注目を集め、近年では、建築、空間と融合する作品を展
開しています。本対談では、現在までの西山の表現について言及しながら、本展への思いを語ります。

日時＝10月17日（土）13:00〜14:00（開場12:45） 会場＝金沢21世紀美術館
料金＝無料（ただし、当日のコレクション展観覧券が必要）

展示室13
定員＝先着80名 ※当日10：00より、レクチャーホール前で整理券を配布します

サタデー・ニット・ワークショップ
「かぎ針編みのマフラーを編もう」
日時＝10月24日（土）14:00〜16:00
（受付開始13:30）

エブリデイ・ニット・プロジェクト
期間中毎日の所定時間内で指編み体験ができます。出来上がった
作品は展示空間の一部となります。

集合場所＝レクチャーホール（活動は展示室13）

日時＝2010年3月22日（月）まで、受付時間13:00〜16:00。

料金＝1800円（材料費）

ただし10月17日は14:30〜16:00、
24日は13:00〜14:00

定員＝20名 （定員に達しました）

料金：無料
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10月開催中の展覧会と関連イベント
コレクション展
「shiftー揺らぎの場」

開催中〜2010年4月11日（日）

学芸員によるギャラリートーク

絵本を読もう

日時＝10月10日（土）14:00〜
集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

コレクション展のテーマ「shift-揺らぎの場」に関連した絵本の読み聞
かせと作品鑑賞を行います。

料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）

日時＝10月10日（土）11:00〜11:30
集合場所＝金沢21世紀美術館 授乳室前（キッズスタジオ横）
料金＝無料

きりのなか
―ブルーノ・ムナーリの絵本世界

開催中〜11月3日（火・祝）
デザインギャラリー

ワークショップ（全3回）
ブルーノ・ムナーリが子どもたちと行なってきた、想像力を刺激するさまざまな造形活動です。

講師＝有福一昭（こどもの城造形事業課長） 岩崎清（日本ブルーノ・ムナーリ協会代表）
会場＝キッズズタジオ
© Bruno Munari e Giovanni Belgrano
Licensed by Maurizio Corraini

日時＝10月10日(土) ①15:00〜16:30「直接の映写」
11日(日) ②10:30〜12:00「さまざまなかたち」 ③14:00〜15:30「木をつくろう」
① 対象:小3〜6年生
②③ 対象:小1〜4年生

定員:20名（先着順、電話予約可 076-220-2801）
料金＝無料
定員:各回30名（先着順、電話予約可 076-220-2801） 料金＝無料

10月のシアター21公演
トロイメライ ー子供の情景（2008）
高橋悠治 / 構成・台本・作曲・ピアノ

10月3日（土）18:00開演
4日（日）14:00開演

如月小春原作（1984）によるポータブルシアターを上演します。
「演劇ではなく、ことばと音楽の織物にしてみたい
と以前から思っていた」という高橋悠治氏により再構成された「トロイメライ」。1980年代に生み出された戯曲が
21世紀にどのように蘇るのか、高橋悠治親子による共演、演出が見どころです。
★公開リハーサルを10月2日（金）13:00〜14:00、
シアター21にて行います。
貴媒体にて取材、告知のご協力いただきますようお願いいたします。詳しくは広報室へお問い合わせ下さい。

Anoukvandijk dc“STAU”

10月11日（日）16:00開演

アヌーク・ファン・ダイク・ダンスカンパニー“スタウ”
オランダで注目のダンスカンパニーの日本初公演。東京と金沢で上演します。独自のムーヴメントテクニック「カウ
ンターテクニック」を考案し、ダンサー、観客および空間の身体的・心理的境界への挑戦を続ける振付家アヌーク・
ファン・ダイクの代表的な作品です。
※詳しくはちらし、ウェブを併せてご覧ください。

4

PRESS RELEASE

10

プレスリリース10月1日配信号

2009

金沢市民無料鑑賞の日
10月10日（土）
「美術奨励の日」
10月17日（土）
「市民美術の日」
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2土曜日に設けております。この日、金沢市民の方
は金沢21世紀美術館主催「コレクション展」を無料で観覧できる日です。
また金沢市では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）の最終日を「市民美術の日」と定めております。年に
一度のこの日、金沢市民の方は金沢21世紀美術館主催の「企画展」及び「コレクション展」を無料で観覧できます。
いずれも総合案内で金沢市民であることを証明できるものを提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

10月10日（土）の開館5周年記念式典には山出保市長、秋元当館館長が出席します。この機会に貴媒体にてふるって取材い
ただけるようお願いいたします。アーティスト、学芸員、プログラムコーディネーターなどへの取材や写真等を希望される
場合は広報室までご相談ください。また、ここに記載した展覧会や催しについての詳細や最新情報は当館ウェブに順次掲
載しますので併せてご覧ください。
金沢21世紀美術館ではスタッフ一同初心を忘れず今後も様々なプログラムを開催して参ります。引き続きご指導、ご鞭撻
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 落合・黒田・岡田
〒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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