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美術館全体をさまざまなアートが楽しめる
惑星「ARTS PLANET」に見立て、子どもが主役
になれる各種イベントやワークショップ企画を
実施。多くの市民や観光客が訪れるこどもの日
を中心とした連休中に、こどもからおとなまでが
一緒に参加できるイベントを美術館広場や交流
ゾーンで展開し、賑わい創出につなげる。実施
にあたっては地域の人材と企画連携しながら
オリジナルプログラムをつくり、地域との創造的
な関係を深める機会ともしている。本年のテー
マは「こどもアドベンチャー！」。工作、ダンス、
紙芝居、砂像づくりなどバラエティに富んだ
「冒険」プログラムを用意した。

（黒田裕子）

ARTS PLANET 2017～こども☆アドベンチャー !
ARTS PLANET 2017̶KODOMO☆ADVENTURE!

“ARTS PLANET”—a program viewing the en-

tire art museum as a planet for enjoying arts 

of all kinds. Events and workshops in which 

children take a principle role are offered. Held 

on three consecutive holidays centered on 

Children’s Day when residents and tourists 

flock to the Museum, events for people of all 

ages are held on the Museum lawn and in 

the Public Zone, creating an exciting festive 

mood. In holding the program, a highly orig-

inal lineup of activities is created in linkage 

with creators based in Kanazawa. Hence, it 

also presents an opportunity to deepen cre-

ative relationships with the community. This 

year’s theme was “Adventures for Children!” 
With everything from handicrafts and dance 

to picture-story shows and making sand 

sculptures, an “Adventure” rich in variety was 

enjoyed.

(KURODA Yuko)

「ほっぷ・すてっぷ＆傍観じゃんぷ/ Teamんまつーポス」

「まるびぃクイズ☆アドベンチャー！」

「初めてのお茶会/ 立礼席で楽しめる宇宙な世界」

「fufufu」

「砂の惑星、あらわる！」

“Hop, Step and Adventure Jump / Team Namstrops”

“Marubi Quiz Adventure!”

“First Tea Ceremony / A Cosmos Felt in ‘Stand and 

Bow’ Tea”

“fufufu”

“A Planet of Sand appears!”

1–5. Photo: IKEDA Hirakua
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2017年5月4日（木）–5月6日（土） 
会場：シアター 21、キッズスタジオ、会議室1、広場、
プロジェクト工房、茶室ほか

主催：
金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］
後援：北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、
石川テレビ放送、エフエム石川

参加：4,902名

広報件数：14件

ARTS PLANET 2017～こども☆アドベンチャー !
ARTS PLANET 2017̶KODOMO☆ADVENTURE!

2017.5.4 (Thu.)–2017.5.6 (Sat.)      

Venue: Theater21, Kids Studio, Meeting Room1, 

Open Space, Project Room, Tea Room and so on.

Organized by：
21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion 

and Development Foundation)

Supported by:

Hokkoku Shimbun, 

Hokuriku Broadcasting Co., Ltd., 

TV Kanazawa, Ishikawa TV, FM Ishikawa

Number of audience: 4,902

Publicity: 14

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ARTS PLANET サテライト
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）10:00–17:00

企画協力：office BLANCA

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
まるびぃクイズ☆アドベンチャー！
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）10:00–17:00

会場：ARTS PLANET チケットブース
料金：無料
参加：693名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ミニSL

日時：
2017年5月5日（金・祝）–5月6日（土） 11:00–16:00

会場：市役所側広場
料金：無料
企画協力：トミタファミリー、SL金美プロジェクト
参加：1,604名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
移動カフェ
日時：
2017年5月3日（水）–5月7日（日） 10:00–18:00 

会場：市役所側広場

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
スペースマーケット
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土） 10:00–17:00

会場：市役所側広場
企画協力：株式会社プロスペラゴ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
fufufu

日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月5日（金） 11:00–16:00

会場：プロジェクト工房
料金：300円
企画協力：one one otta

参加：120名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アトリエbeヒュ～ UMAン！
日時：2017年5月5日（金・祝）–5月6日（土）
11:00／ 13:00／ 15:00

会場：会議室1

料金：300円
企画協力：川口知美（舞台衣装家）　
協力：金沢文化服装学院
参加：41名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Teamんまつーポス ほっぷ・すてっぷ&冒険じゃんぷ
日時：2017年5月5日（金・祝）–5月6日（土） 
11:00／ 13:00／ 15:00

集合：シアター 21

料金：300円
企画協力：高橋るみ子（宮崎大学）、
樺島優子（宮崎大学）、アーティストの出会い石川
協力：NPO法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER

参加：58名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
だれでもフォトスタジオ「あなたも表紙モデル」
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）11:00–16:00

会場：シアター 21前
料金：100円
企画協力：ViA de la frontera

参加：241名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
移動図書車「なかよし号」がやってきた！
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）10:00–17:00

会場：《カラー・アクティヴィティ・ハウス》付近
料金：無料
協力：金沢市立玉川図書館
参加：265名
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
飛び出せ！紙芝居
日時：
2017年5月5日（金・祝）–5月6日（土）
11:00／ 14:00／ 15:00

会場：《カラー・アクティヴィティ・ハウス》付近　
料金：無料
企画協力：のまひょうしぎの会
参加：382名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
砂の惑星、あらわる！
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）11:00–16:00

会場：《カラー・アクティヴィティ・ハウス》付近
料金：無料
企画協力：塚本敦也
協力：千里浜砂像協会
参加：250名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
初めてのお茶会
［立礼席で楽しめる宇宙な世界］
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月5日（金）11:00–16:00

会場：茶室（松涛庵）
料金：500円
参加：258名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
［にじり口から広がる茶の湯の世界］
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月5日（金） 11:00／14:00 

会場：茶室（山宇亭・腰掛待舎）
料金：500円
参加：18名
企画協力：アーティストの出会い石川
協力：金沢観光ボランティアの会まいどさん、
金沢くらしの博物館、吉はし菓子所、
子どもお茶会サポート隊

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
スペースプランツ
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月5日（金・祝）11:00–16:00

※6日（土）は展示のみ
会場：茶室前
料金：300円
企画協力：うさぎとさる
参加：130名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
空想楽器OTO OTO♪
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月6日（土）11:00–16:00　
※7日（日） は展示のみ
会場：キッズスタジオ
料金：300円
企画協力：イフブランク
参加：290名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ヒゲキタさんのプラネタリウム
日時：
2017年5月4日（木・祝）–5月5日（金） 
11:00／11:30／ 13:30／ 14:00／15:00／15:30

会場：情報ラウンジ
料金：100円
企画協力：工房ヒゲキタ
参加：552名

ARTS PLANET 2017～こども☆アドベンチャー !
ARTS PLANET 2017̶KODOMO☆ADVENTURE!


