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金沢21世紀美術館 3月のプログラム

2010

3月に開催される金沢21世紀美術館主催の催しについてお知らせいたします。
新たなコミッションワークの登場や、金沢21世紀美術館友の会ロゴマークの決定、展覧会関連企画など開館5周年を締めくくる催し
物を開催します。当月の催しの告知を貴媒体でお願いするとともに、当日の模様などを報道していただければ幸いです。
各事業の詳細については決まり次第随時お知らせいたします。

新コミッションワーク

誕生!

現在、金沢21世紀美術館で展覧会を開催中の現代美術作家オラファー・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、今月いよいよ美術館東
側の広場に完成します。
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。
完成時のスケジュールの詳細については、決定次第お知らせいたします。

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

開館5周年記念事業 『金沢21世紀美術館友の会ロゴマーク デザインコンペティション』

新ロゴマーク3月15日発表！
「金沢21世紀美術館と共にある友の会」をテーマに友の会ロゴマークを公募するプロジェクト。
2009年10月から募集を開始し、1月8日に応募を締め切った結果、全国・海外から605作品が集まりま
した。2月には友の会会員による人気投票を実施。この結果を参考に3月1日に最終審査を行い、最優秀作
品を決定。３月15日（月）に新ロゴマークを発表します。最優秀作品に選ばれた方には、賞金５万円と副
賞が贈呈されます。また、新たに誕生するロゴマークは会員証、会報誌、ステーショナリーなど様々な場
面で使用され“友の会=美術館ファンクラブ”の象徴として親しまれる存在となります。

審査委員 佐藤 卓(グラフィックデザイナー)
妹島和世+西沢立衛/SANAA(建築家)
秋元雄史(金沢21世紀美術館館長)

一次審査通過作品
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開催中の展覧会と関連イベント
Olafur Eliasson Your chance encounter

開催中〜3月22日（月）

オラファー・エリアソン −あなたが出会うとき

終了間近！

キュレーターによるギャラリー・ツアー
日時＝3月13日（土）11:00〜11:45

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）

絵本を読もう

絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行います。

日時＝3月13日(土) 13:00〜13:30
Olafur Eliasson Slow-motion shadow, 2009
HMI lamps, steel
Dimensions variable
Courtesy of the artist and Gallery Koyanagi, Tokyo
Photo: Studio Olafur Eliasson
© 2009 Olafur Eliasson

料金＝無料

集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

対象＝子どもからおとなまで

読む本＝『三つの色のふしぎなぼうけん』アネット・チゾンとタラス・テ−ラ− 作

竹林 亜紀 訳

広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”
絵本を読もう

開催中〜3月22日（月）
終了間近！

絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行います。

日時＝3月6日(土) 14:00〜14:30
料金＝無料

評論社

集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

対象＝子どもからおとなまで

読む本＝『けいとだま』大槻あかね（福音館書店）ほか

サタデー・ニット・ワークショップ 「レース編みのかわいい小ものを編もう」
日時＝3月20日（土）14:00〜16:00（受付開始13:30）
会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール（活動は展示室13）
料金＝2,000円（材材料費、ただし2/27（土）のサタデー・ニット・ワークショップ受講の方は無料）
定員＝先着20名（定員に達したため、受付を終了しました）

西山美なコのトーク&トーク〜ニットカフェ・イン・マイルーム
日時＝3月20日（土）19:00〜20:00
料金＝無料

定員＝15名

会場＝金沢21世紀美術館 会議室1及び展示室13

対象＝どなたでも

申込方法＝お電話（076-220-2801）にてお申し込み下さい。 定員になり次第、締め切ります。

展覧会クロージングトーク 広瀬光治 × 西山美なコ コラボレーション・トーク
長期プロジェクト型展覧会として4月29日より始まった本展は、3月22日で会期が終了します。一年間という期間を通し
て制作、活動を展開してきた広瀬、西山、両氏による対談です。制作や若者との活動を振り返ります。
日時＝3月21日（日）13:00〜14:00（開場12:45）
会場＝金沢21世紀美術館

レクチャーホール

料金＝無料

定員＝先着80名（当日10時より、レクチャーホール前で整理券を配布します）

リターン・ユア・フラワー お花を配ります！〜ニットカフェ・ イン・マイルーム
日時＝3月22日（月）19:00〜20:00
3月23日（火）〜28日（日）13:00〜16:00
会場＝金沢21世紀美術館 会議室1

料金＝無料

持ち物＝ビニール袋など（お持ち帰り頂ける花の数には制限がございません。花が無くなり次第終了します）

コレクション展
「shiftー揺らぎの場」

開催中〜4月11日（日）

学芸員によるギャラリートーク
日時＝3月13日（土）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（ただし当日有効の観覧券が必要）

絵本を読もう

絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行います。

日時＝3月27日（土）14:00〜14:30
料金＝無料

集合場所＝金沢21世紀美術館

授乳室前（キッズスタジオ横）

対象＝子どもからおとなまで

読む本＝『ぽぱーぺ

ぽぴぱっぷ』おかざきけんじろう 絵

2

谷川俊太郎 文
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開催中の展覧会と関連イベント
ミナ ペルホネン
The future from the past 未来は過去から

1月16日（土）〜
5月30日（日）
デザインギャラリー

デザイナー皆川明により1995年に設立されたブランド「ミナ ペルホネン」。オリジナル・ファブリック
の断片をドレスの形に繋ぎ合わせた立体作品により、仕事の軌跡を紹介しながら、前進し続けるミナ ペ
ルホネンの創造性にスポットをあてます。
料金＝無料

アートモール・スクール・プロジェクト
奥田扇久《栽培からはじめる音楽》プログラム
（２回公演）
HOP金沢21「ひょうたん楽器コンサート」
奥田扇久によるこのプロジェクトは、
「HOP（ひょうたんオーケストラプロジェクト）金沢 21」という楽団
を結成し、30名を超える団員たちの手でひょうたんを栽培し、その実を使って楽器を作って演奏会を開く
という作品です。昨年4月末に美術館の光庭に植えられたひょうたんは、夏の間に美術館を訪れる人々に見
守られながらすくすく育ち、秋に団員たちの手により80個の実を収穫しました。実は水漬けされ中身を抜
かれ楽器として生まれ変わりました。オリジナルの曲を作り、今月コンサートを開きます。
出演＝奥田扇久＋HOP金沢21

料金＝無料

定員＝80名

①日時＝3月13日(土) 15:30-16:30（開場15：00） 場所＝瓢箪町公民館（金沢市彦三町2-10-5）
②日時＝3月28日(日) 14:00-15:00（開場13：45） 場所＝金沢21世紀美術館

レクチャーホール(予定)

共演：HOP21(from大阪)

3月の交流ゾーンイベント
井上道義＆オーケストラ・アンサンブル金沢
金沢21世紀美術館シリーズ

music@rt Season III vol. 4
「光の散策」

3月22日（月・祝）
13:00〜、14:00〜、15:00〜
（３回公演）

美術館内を美しい音色が響き渡るオーケストラ・アンサンブル金沢（OEK）選抜メンバーによる恒例シリーズ。今回
は開催中の展覧会「Olafur Eliasson Your chance encounter / オラファー・エリアソン ーあなたが出会うとき」に触
発され、オラファー・エリアソンの出身地デンマークにちなんだキラキラときらめくような演目を取り揃えました。
お馴染みのオーボエのほか「ジュ・ドゥ・タンブル」という、珍しい鍵盤楽器が登場します。
地元金沢を拠点に独自の音楽活動を続けている金澤攝が今回のために新作を作曲中。どんな作品に仕上がるのか、
そして井上道義の演出にもこうご期待！
会場＝金沢21世紀美術館

交流ゾーン（柿木畠口情報ラウンジ / レクチャーホール裏） 料金＝無料

出演＝井上道義（司会ほか、スペシャル企画）、加納律子（オーボエ）、金澤攝（ジュ・ドゥ・タンブル）
主催＝金沢21世紀美術館［㈶金沢芸術創造財団］、オーケストラ・アンサンブル金沢［㈶石川県音楽文化振興事業団］
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3月の交流ゾーンイベント
金沢コミュニティシネマ／シネモンド企画2009

こども映画教室2009 ＜中等クラス＞

3月20日（土）〜22日（月祝）
全日10：00スタート

毎回プロの映画監督と一緒に、子どもたちが「映画づくりのひみつ」を学べる人気のシリーズ。プロが使う機材で子
ども達が撮影に挑戦、最後は上映会を行います。今回は特別講師に諏訪敦彦（すわのぶひろ）監督をお迎えします。
監督の最新作「ユキとニナ」のトークイベント付先行上映も行います。

こども映画教室2009 ＜中等クラス＞
日時＝3月20日（土）〜22日（月祝） 場所＝金沢21世紀美術館（館内各所、シアター21）
対象＝小学生／定員：25名（先着）

参加費＝5,000円（３日間通し・映画鑑賞代も含む）、兄弟割引 4,000円

諏訪敦彦の最新作『ユキとニナ』特別先行上映＋監督トークショウ
日時＝3月20日（土）10:00〜12:00

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝一般1,500円

子人・シニア・シネモンド会員 1,000円

学生1,300円

お問合せ・お申込み＝金沢コミュニティシネマ /「こども映画教室」事務局
TEL：076-220-5007 FAX：076-220-5008 mail@cine-monde.com

美術奨励の日

3月13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」を設けております。この日は、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を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 落合・黒田・岡田・沢井
〒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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