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2004年の開館時に設定された「市民美術の
日」*の認知及び利用を広めるためのプログラム。
市民専用カウンターを設置し、通常10:00–

20:00の開場時間を9:00–21:00へ延長した。
メンテナンスを終えて屋上へ再設置する《雲を
測る男》を間近で見ることができる特別展示を
行ったところ、市民鑑賞券の発券数は前年度の
倍以上となった。また館長をはじめとする美術
館スタッフによるトークや、ボランティアによる
ワークショップ、地元のショップの出店など、
午前中と夕方以降を中心に14の企画を行うこと
で賑わいがうまれた。

（吉備久美子）

市民美術の日「オープンまるびぃ 2017 朝も夜も美術館」
Kanazawa Citizens Free Art Day “Open Museum 2017̶Morning & Night Museum Too”

A program aimed at expanding awareness and 

usage of “Kanazawa Citizens Free Art Day”* 

established when the Museum opened in 

2004. On this day, a special reception counter 

for citizens is established and the Museum’s 

usual 10:00–20:00 operating hours are ex-

tended to 9:00–21:00. This time, a special 

exhibit was held for seeing The Man Who 

Measures the Clouds up close, before rein-

stalling the work on the Museum roof after 

completing maintenance work. So popular 

was the exhibit, twice as many citizen “free 

viewing passes” as last year were issued. 

Fourteen events were also held on this day, 

mainly in the morning and from evening, so 

that the museum bustled with activity. They 

included talks by the Museum Director and 

other staff, workshops led by volunteers, and 

booths run by local shops.

(KIBI Kumiko)

「まるびぃで朝ヨガ」

市民専用カウンター。無料観覧券の配布に加え、

先着500名に特製バッグをプレゼント

乳幼児の目線で展覧会を楽しむためのプログラム

「バブバブごろりんタイム」

ヤン・ファーブル《雲を測る男》の特別展示会場で

キュレーターがゲリラトークを実施

モンノカズエ（トーチカ）による光のアニメーションづくり

「みんなでPIKA PIKA スペシャルワークショップ」

“Morning Yoga at Marubi”

Reception counter for citizens. Along with issuing free 

viewing passes, specially made bags were presented 

to the first 500 arrivals.

The program “Babu-babu Gororin Time” for enjoying 

the exhibition from an infant’s eye level.

Curator holding an impromptu talk at the special 

exhibit of Jan FABRE’s The Man Who Measures the 

Clouds.

“Minna de PIKA PIKA Special Workshop” for making 

light animations with MONNO Kazue (TOCHKA)
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*「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、10月の金沢

こども週間の最終日に定められており、金沢市民は当館主催

の「特別展」及び「コレクション展」を無料で観覧できる。

* Kanazawa Citizens Free Art Day

The last day of Kanazawa Children’s Week in October. 

In order to encourage people to foster richer sensibilities 

through closer involvement with the arts, 

citizens of Kanazawa can view “Special exhibitions” 

and “Collection exhibitions” organized by the Museum 

for free on that day.
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2017年10月14日（土） 8:00–21:00

会場: 展示ゾーン、シアター 21、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［（公財）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：株式会社ロフト金沢ロフト、
株式会社東急ハンズ金沢店

参加：約3,500名

広報件数：8件

市民美術の日「オープンまるびぃ 2017 朝も夜も美術館」
Kanazawa Citizens Free Art Day “Open Museum 2017̶Morning & Night Museum Too”

2017.10.14 (Sat.) 8:00–21:00

Venue: Exhibition Zone, Theater 21, 

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)

Number of audience: Approx. 3,500

Publicity: 8

【全日プログラム】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
無料観覧券※発行
時間：9:00–20:30

会場：市民専用カウンター
参加：2,172名
※
「日々の生活̶気づきのしるし」
「ヨーガンレール　文明の終わり」
「コレクション展2　死なない命」の観覧券

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
特別展示《雲を測る男》
時間：9:00–21:00

会場：展示室3と4の間

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ホッと一息、休憩タイム 移動カフェ
時間：10:00–18:00

会場：プロジェクト工房前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
みらいカフェメンバーによるミニミニワークショップ 

ちょっとよってかんけ「みらいカフェ」
時間：10:00–16:00

会場：情報ラウンジ
料金：無料
参加：約60名

【朝のプログラム】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
こころとからだをの～びのび♪ まるびぃで朝ヨガ
時間：8:00–9:00

会場：広場（「まる」前）
料金：無料
担当：ながいなつこ
参加：33名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
館長室へようこそ 島さんと朝お茶しましょ。
時間：9:15–10:00

会場：会議室1　
料金：無料
担当：島 敦彦（館長）
参加：16名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
子どもの目線で展覧会を楽しもう 

バブバブごろりんタイム
時間：9:30–10:00

集合：展示室13前
料金：無料（要観覧券）
担当：高橋律子（ヨーガン レール展 担当キュレーター）
参加：12組28名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出張！ 金沢ロフト・ワークショップ 

わたしのMati mati storyをつくろう！
時間：10:00–12:00

会場：メディアラボ
料金：無料
参加：41名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「コレクション展2　死なない命」レクチャー 

遺伝子組み換え芸術がみせる「いま」
時間：10:00–10:40

会場：レクチャーホール　
料金：無料
担当：髙橋洋介（コレクション展2 担当キュレーター）
参加：28名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《雲を測る男》の秘密などをご紹介 まるびぃ作品鑑
賞講座 入門編
時間：11:00–12:00

会場：レクチャーホール
料金：無料
担当：黒澤 伸（副館長）
参加：50名
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【朝のプログラム】［つづき］
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「日々の生活̶気づきのしるし」展とともに 

絵本を読もう
時間：11:00–11:40

集合：授乳室前
料金：無料
担当：木貞友里（ライブラリアン）、
立松由美子（日々の生活展担当キュレーター）
参加：26名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
新感覚郷土食体験！あなたはお弁当をどう食べる？ 

金沢奇妙弁当
時間：11:00–13:00

会場：茶室（松涛庵）
料金：1,500円（お弁当付）
担当：稲田俊輔（シェフ）
参加：29名

【夜のプログラム】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アーティストが台湾茶でおもてなし　
聞かせて、あなたの「金沢」
時間：16:00–19:00

会場：茶室（松涛庵）
料金：無料
担当：ウェイ・シンエン（台湾）※逐次通訳付
参加：40名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
夜はプハっと♪ 金沢地ビール飲み比べ 

時間：17:00–21:00

会場：総合案内前
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

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
トーチカ《PIKA PIKA in Kanazawa 2008》上映会
時間：17:00–21:00

料金：無料
会場：レクチャーホール
入場者数：約500名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
光のアニメーションをみんなでつくろう！ みんなで
PIKA PIKAスペシャルワークショップ
時間：18:30–20:30

会場：プロジェクト工房　
料金：無料
担当：モンノ カヅエ（トーチカ）
参加：約80名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出張！東急ハンズ金沢店・ワークショップ 

マシュマロチャームをつくろう
時間：17:00–18:00／ 18:00–19:00

会場：メディアラボ
料金：無料
参加：24名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
展示室でキュレーターと遭遇!? 

ゲリラ・ギャラリートーク
時間：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
料金：無料
担当：内呂博之、黒澤浩美、髙橋洋介、高橋律子、
立松由美子、中田耕市、野中祐美子、山下樹里、
鷲田めるろ
参加：約280名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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』
全国美術館シネマキャラバン＠金沢
時間：19:00–21:00

会場：シアター 21

※要専用チケット
主催：フィッカ
共催：金沢21世紀美術館
入場者数：70名

市民美術の日「オープンまるびぃ 2017 朝も夜も美術館」
Kanazawa Citizens Free Art Day “Open Museum 2017̶Morning & Night Museum Too”

Weekend まるびぃ Art-Complex　

アートをキーワードに様々なジャンルのアーティスト
が集まり、互いに刺激しあうことで、アーティストの新
たな可能性を引き出し、週末の美術館の広場にアー
トの複合（complex）による賑わいがもたらされるこ
とを目的としている。

［カフェ部門］
2017年4月29日（土・祝）–

10月29日（日）の週末・祝日

場所：プロジェクト工房前広場
出店登録店舗数：13店


