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金沢21世紀美術館 7月のプログラム

2010

7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。
今月から新たに、
「朗読のひととき@展覧会ゾーン」が始まります。これは主に大人を対象にしたアートライブラリープログラムで、
展示室を会場として展覧会に関連した書籍を朗読します。
その他、当月に行なわれる各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。

開催中の展覧会と関連イベント
Alternative Humanities 〜 新たなる精神のかたち
ヤン・ファーブル×舟越桂

開催中〜
8月31日（火）

朗読のひととき@展覧会ゾーン
「ファーブルの昆虫記」や舟越桂画の「あなたが想う本」など、展覧会に関連した書籍の朗読を行います。
日時＝7月3日（土）、24日(土) 16:00〜16:30
場所＝展覧会ゾーン内・光庭(展示室5まわり)、雨天の場合は展示室11前
料金＝無料（ただし、本展観覧券が必要です。）

絵本を読もう
参加者は、絵本『がいこつ』の読み聞かせを聴いた後、展覧会を担当キュレーターと一緒に鑑賞します。
日時＝7月24日(土) 14:00〜14:30

集合場所＝授乳室前（キッズスタジオ横）

料金＝無料

高嶺 格
Good House, Nice Body 〜いい家・よい体

開催中〜
2011年 3月21日（月・祝）
長期インスタレーションルーム

絵本を読もう
参加者は、絵本『だいくのたこ8さん』他、の読み聞かせを聴いた後、展覧会を担当キュレーターと一緒に鑑賞します。
日時＝7月10日(土)

11:00〜11:30

集合場所＝授乳室前（キッズスタジオ横）

料金＝無料

アンケート・アート
現在公開中の高嶺格による映像インスタレーションの音響を担当したメディア・アーティスト松本祐一が、
「家」
をテーマと
する設問への回答を広く一般から集め、
その回答をもとに新作の
「アンケート・アート」
を発表します。
アンケート・アートと
は、
様々な問題に対する意見をアンケートによって集め、
それを音楽に変換する方法。
回答のテキストを品詞分解し、
品詞の
種類により音程を決め、
単語の長さを音符の長さとして、
メロディを作り出すという、
松本氏が編み出した作曲法です。
※現在
「アンケート・アート」
のためにアンケートを集めています。http://www.enquete-art.org/h/
日時＝7月31日(土) 14:00〜15:00

会場＝プロジェクト工房

定員＝先着40名(事前予約不要)

料金＝無料

※同日の16:00より「高嶺 格 Good House, Nice Body 〜いい家・よい体」展、プロジェクト第2章「Good House」の
制作メンバー募集説明会を開催します。
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八谷和彦
《OpenSky》プロジェクト

開催中〜
8月31日（火）

八谷和彦の《OpenSky》は「個人的に飛行装置を作ってみるプロジェクト」として開始され、実際に乗られる1人乗り
のジェット・グライダーの実現を目標にしているものです。2010年、最終段階に入った《OpenSky》の全貌を、設計
書やテスト飛行記録映像などを交えて展示しています。

みかんぐみのアイディアワークショップ
ーみんなの学校

開催中〜
9月26日(日)
デザインギャラリー

子どもたちの学びの場である小学校。一日のほとんどを過ごす教室や共有スペースなどは使いやすいものでしょ
うか。規格化された場に人が合わせるのではなく、機能や役割を考えながら子ども、教員、地域コミュニティになじ
む新しい学びの空間を共に考えます。
（入場無料）

金沢市立新竪町小学校の児童を対象にしたワークショップ（非公開）
日時＝7月 6日(火) 13:55〜

会場＝金沢市立新竪町小学校

7月23日(金) 13:55〜 会場＝金沢21世紀美術館

講師＝曽我部昌史 (みかんぐみ)
講師＝マニュエル・タルディッツ (みかんぐみ)

一般の方々を対象にしたみかんぐみトークショー
マニュエル・タルディッツ(みかんぐみ)×小野田泰明(東北大教授)
日時＝7月24日(土) 14:00〜 会場＝レクチャーホール

料金＝無料（事前予約不要） 定員＝80名（当日先着順）

7月のステージ/イベントプログラム
SUKIYAKI Presents

JUAN PABLO VILLA

ファン・パブロ・ヴィラ 日本公演

7月9日（金） 19:00開場
19:30開演
シアター21

ボーカルと映像が生み出す万華鏡。メキシコ発“新型”ワールドミュージック！
ワールドミュージックは地域に根付いた現代音楽の表現として絶えず変化してきています。世界を旅する中での出
会いから、イスラム文化圏、モンゴルなど世界の「ボーカル表現」を吸収し、現代的で斬新な歌い方を作るファン・パ
ブロ・ヴィラと、砂や墨を投影し、砂絵のようにその場で即興的に映像を描いていくアルツーロ・ロペズ“ピオ”が生
み出す万華鏡の世界。上海万博出演を機に、韓国、日本で初のアジアツアー。日本では唯一金沢での公演のみ。
富山県
南砺市で毎夏開催し、今年20周年を迎えるワールドミュージックフェスティバル「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」
実行委員会と金沢21世紀美術館が協力して実現します。
料金＝＜全席自由＞

前売＝2,500円

当日＝3,000円

※金沢21世紀美術館友の会は美術館購入時に限り1割引。(会員証提示)
スキヤキ個人サポーターは、福野文化創造センター「ヘリオス」窓口購入時に限り1割引。(会員証提示)
※友の会会員とスキヤキ個人サポーターの方は優先入場特典があります。開場の10分前にお集りください。
（入場時に各会員証提示）
チケット取り扱い＝チケットぴあ（Pコード: 109-123）http://t.pia.jp/（電子チケットぴあ）
ローソンチケット（Lコード: 59338）http://l-tiket.com/（ローチケ.com）
金沢21世紀美術館ミュージアムショップ TEL 076-236-6072
(富山)南砺市福野文化創造センター「ヘリオス」 TEL 0763-22-1125
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映画の極意 vol.9

7月17日（土）〜 19日（月）

ジャック・ロジエのヴァカンス

シアター21

1960年代フランス、ヌーヴェル・ヴァーグ(=Nouvelle Vague)の旗手の一人、ジャック・ロジエ監督の特集。ゴダー
ルが絶賛し、現在までに作られた映画は十数本という寡作の伝説作家の代表作6本を一挙上映。上映される機会が
ほとんどない稀少な作品をフィルム上映します。
【トーク】 7/17(土) 14:00〜 出演：フローラン・ダバディ
関連イベントとして、映画評論やテレビキャスターなどマルチに活躍中のフローラン・ダバディ氏をお迎えし、ロジエ映
画のみどころや当時の若者と現代に生きる若者世代についてなど幅広く語って頂きます。
【上映スケジュール】
7/17(土)

12:20〜 短篇３作品 / 14:00〜 ＜トーク＞ 出演：フローラン・ダバディ

7/18(日)

10:30〜 オルエットの方へ / 14:00〜 短編３作品

17:00〜 メーヌ・オセアン
15:30〜 アデュー・フィリピーヌ / 17:50〜メーヌ・オセアン
7/19(月祝) 10:30〜 メーヌ・オセアン / 13:30〜オルエットの方へ
16:45〜 短編３作品 / 18:10〜アデュー・フィリピーヌ
料金＝＜全席自由＞ 1回鑑賞券=1,200円、トーク＋1回鑑賞券=2,000円、トーク＋2回鑑賞券=3,000円
＜友の会会員限定＞フリーパス券=4,000円（トーク＋何回でも入場可）
※友の会会員限定・フリーパス券はミュージアムショップのみの取り扱いとなります。
（会員証提示）
チケット取り扱い＝金沢21世紀美術館ミュージアムショップ TEL 076-236-6072
チケットぴあ（Pコード: 461-939）http://t.pia.jp/（電子チケットぴあ）
ローソンチケット（Lコード: 59235）http://l-tiket.com/（ローチケ.com）

7月のキッズスタジオプログラム
13:00〜16:00
（自由入場）
キッズスタジオ

ハンズオン・まるびぃ!
かたちで遊ぼう

親子一緒に楽しめるスペースです。色々な形を並べたりつなげたりして、新しいカタチの世界を作れます。
開催日＝7月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、24日(土)、31日(土)

料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（幼児は保護者同伴）

まるびぃ飛行クラブ —描こう! 写そう! 空の絵日記
〜八谷和彦「オープン・スカイ・プロジェクト」とともに
美術館から見える空を絵に描いたり写真に撮ったりします。※午後2時より展示室13の作品探検ツアーを行います。
開催日＝7月17日(土)、18日(日)、19日(月祝)

料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（幼児は保護者同伴）

まるびぃ飛行クラブ —ふわふわ飛行機を飛ばそう
〜八谷和彦「オープン・スカイ・プロジェクト」とともに
薄い発泡スチロールのシートを使って、ほんの少しの風をふわりとつかまえて飛ぶ飛行機をります。空の生きものや森
の生きものなど、自由にいろいろな形を飛ばします。
開催日＝7月25日(日) ①10:30-12:00 ②14:00-15:30
対象＝小学生〜中学生

料金＝300円

定員＝各回先着15名（電話予約可 076-220-2801）

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」
小さいお子様連れの方をサポートするスペースをキッズスタジオにオー
プンします。お子様と一緒に美術館で見て・感じて・楽しむ時間をお手伝
いできるように、館内のおすすめスポットやプログラム、託児室などの情
報をご用意します。ひと休みするスポットとしても活用できます。
対象＝未就学児とその保護者

料金＝無料

毎週火曜・木曜
7月6日(火)、 8日(木)
13日(火)、15日(木)
10:00〜13:00
（自由入場）
キッズスタジオ
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7月の友の会イベント
金沢21世紀美術館友の会

スペシャルコンサート2010

SUMMER CONCERTANTE
〜シューマンからメシアンへ〜

7月10日（土） 15:30開場
16:00開演
シアター21

鮮やかな音の光のシャワーをたっぷり浴びる夏の友の会スペシャルコンサート。今年で生誕 200年を迎える
シューマンから20世紀のフランスを代表する作曲家メシアンまで、木村かをりと吉本奈津子の２人が、ピアノと
ヴァイオリンの音色を響かせます。
料金＝友の会会員500円（入場時に会員証提示）、一般1,500円
※美術館ホームページ内(http://www.kanazawa21.jp/tomonokai)お申し込みフォームまたは
お電話(076-220-2814)にて予約受付中。事前予約優先。チケット残りわずか。当日券若干枚数発売予定。
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