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飛び出せ、街へ！インスタレーション＆体験型パフォーマンス 
10 月 10 日・11 日新作初演  本日 8/17 よりチケット発売開始 
 
「Museum × KNZ Fringe～街と、人と、出会う」は、イギリスのアーティスト主導型コミュニティ
『フォレスト・フリンジ』から選出した３組のパフォーミングアーティストを迎え、金沢のアーティ
ストやクリエイターたちと協同して、実験的で刺激的な創作活動を行うアーティスト・イン・レジ
デンスプロジェクトです。 
金沢で約１ヶ月の滞在制作を経て、10月10日～11日に異なる３つの会場でそれぞれの作品を上演し
ます。アーティストたちは、街に飛び出し、この街に住む人や場所に出会いながら、個性あふれる
インスタレーションと体験型パフォーマンスを繰り広げます。 
 
つきましては、この機会にぜひ貴メディアにてご取材・報道をお願い申し上げます。 
 
プロジェクトの進捗状況など詳しくは、下記ウェブサイトもご覧下さい。 
 
●「Museum x KNZ x Fr inge～街と、人と、出会う」公式サイト 
  forestfr inge.co.uk/knz/ja 
●金沢21世紀美術館 
 www.kanazawa21.jp 

●交流課Facebook 
 www.facebook.com/kanazawa21event 

 
 
 
 
 

 

 

 

＜取材申込み／問い合わせ先＞ 
金沢21世紀美術館 
広報担当：中山（広報室） 事業担当：黒田（交流課） 
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1 
TEL 076-220-2814（広報室） FAX 076-220-2802 
http://www.kanazawa21.jp E-mail :  press@kanazawa21.jp 
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◎公演概要  
 
※上演時間、アーティストプロフィール、作品についてなど、詳しくはp4～6をご参照下さい。 
 
【３公演】 
「灰の中から」 From Ashes （日英２カ国語対応） 
アーティスト ：アクション・ヒーロー Action Hero 
日時：10月10日(土) ～11日(日) 14:00～18:00（最終入場 17:30まで）   
会場：Kapo（金沢市野町3-1-27） 
所要時間：随時入場可能 (予約不要） 
 
「去りし者への唄（七つの橋）」 Song For The Departed (Seven Bridges) 
アーティスト：ニック・グリーン Nic Green （日英２カ国語対応） 
日時：10月10日(土) ～11日(日) 10:30～18:30 各日13回公演 
会場： 山鬼文庫（金沢市桜町5-27） 
所要時間：各回 約３０分（要予約） 
定員：各回１名 
 
「デルクギハウタレル」 DERU KUGI WA UTARERU（日本語上演） 
日時：10月10日(土) ～11日(日) 18:00～21:00 各日9回公演 
会場：Badass Gal lery （金沢市池田町三番丁42-1犀光マンション1F） 
所要時間：各回15分（要予約） 
定員：各回６名 
 
【チケット】 
３会場セット券 1,500円 
１会場シングル券 600円 
 
※ ３会場セット券は、15セット限定・前売のみ販売 
※ ニック・グリーン「去りし者への唄（七つの橋）」及びスコッティ「デルクギハウタレル」は鑑賞日時をご 
  予約ください 
※ アクション・ヒーロー「灰の中から」は10月10日、11日どちらでも入場できる共通券です 
 
【予約方法】 
メール：event_k@kanazawa21.jp ／Fax：076-220-2806 ／電話：076-220-2811 
上記連絡先へ下記内容をお送りください。折り返し確認のメール、Fax、又はお電話を差し上げます。 
①	 券種（セット券又はシングル券）②公演名 ③ニック・グリーン「去りし者への唄（七つの橋）」及びスコッ
ティ「デルクギハウタレル」の場合は、鑑賞希望日時（第１希望～第３希望）④枚数 ⑤お名前 ⑥ご住所  
⑦電話番号 ⑧Fax 番号 ⑨メールアドレス 
●予約受付・販売窓口 金沢 21 世紀美術館交流課（受付期間：8 月 17 日～10 月 9 日 10:00～18:00 月曜休） 
●お問合せ 金沢21世紀美術館 076-220-2811（交流課） 
 
	 スケジュール、内容等は変更になる場合があります。 
 
主催：金沢21世紀美術館 [(公財)金沢芸術創造財団] 
企画協力：フォレスト・フリンジ 
助成：平成27年度 文化庁 文化芸術の海外発信拠点形成事業、平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業 
特別協力：ブリティッシュ・カウンシル 
協力：金沢アートグミ、Kapo、Suisei-Art 
後援：北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、エフエム石川   

前夜祭 Opening Event 
日時：10月9日（金）18:00～21:00  
会場：金沢21世紀美術館シアター21 
音楽、踊り、キャバレー！？新作の完成を祝うパフォーマンスのポットラックパーティー！ 
参加者：アクション・ヒーロー、ニック・グリーン、スコッティ、アンディ・フィールド、イラ・ブランド、金沢舞踏館、
ASUNA、kyo81、tanaka scat、sanchan、K.Onishi、金津史佳、四井雄大、and more 
●入場無料（出入り自由） ●カレー(限定30食)、ドリンク販売あり 
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◎関連企画 
 
「非合理な無口の静かな囁き」The Irrat ional Whisper 
  
客人はパフォーマーに導かれ、その静かな囁きに耳を傾け始める―。 
「Museum x KNZ Fringe～街と、人と、出会う」を通して出会った金沢在住アーティスト企画制作
による共同作品。パフォーマー×客人の体験型パフォーマンス。 
 
 
日時：2015年10月10日（土）～11日（日）  
   13:30/ 14:30/ 15:30/ 17:00/ 18:00 各日5回公演 
会場：香林坊窟（金沢市香林坊2丁目11－27） 
所要時間：各回30分（要予約） 
定員：各回5名 
受付：開演5分前までにお越しください。 
料金：600円 
パフォーマンス：山田洋平  
映像：久田歩美 ほか 
詳細 : http://fr ingekanazawa.tumblr .com 
お問合わせ・予約：fringe.kanazawa@gmail .com  
                  Tel  090-2839-0242 
主催：有志アーティスト 
協力：金沢 21 世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］ 
 
 
 

7  Photo : Ayumi Hisada 
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「灰の中から」
アクション・ヒーロー

「黄色い光、夕焼け色に染まった空と海が目の中に飛び込ん
できた。（中略）白い粉が雨に混じっている。まるでみぞれが
降るのと同じだ。」　̶ 第五福竜丸 元乗組員 大石又七　

希望と再生。アクション・ヒーローは灰の下にそびえ立つ街を
露にします。“嵐” に見舞われた街を取り戻し、復旧する過程を
２日間かけて、ゆっくりと、辿ります。そして参加者とともに私
たちに付き纏う “怪物”や、災難から再生へと導いてくれる儀
式について探ります。

A yellow flash...sky and sea burst into view, painted in flaming 

sunset colours. White particles were falling on us, just like 

sleet.  -Matashichi Oishi, crewman, Lucky Dragon 5.

In an act of hope and renewal, Action Hero uncover a city still 

standing beneath the ashes. Over two days, we move through a 

gentle process of recovery and restoration, working collectively 

with visitors.

Action Hero “From Ashes”

www.actionhero.org.ukアクション・ヒーロー Action Hero

英国在住のジェマ・ペインティンとジェームス・ステンハウスによる２人組ユニット。ポップカルチャーの
存在と用途に着目し、壮大な題材から平凡な日常まで幅広く拾い上げ、親密で個性的で爽快な観客参
加型のパフォーマンスを創作する。これまで各国の劇場、バー、ギャラリー、公共スペースでパフォーマ
ンスを発表。数々の賞にノミネートされ、２０１３年テキサス州オースティンCritic’s Table Award受賞。

Action Hero is the collaboration between UK artists Gemma Paintin and James Stenhouse. Their 

work deals with the iconography of popular culture and its use as both a weapon and as a shared 

cultural memory. Whilst exploring the epic, they create performance that is intimate, distinctive and 

invigorating. “From Ashes” is their first performance in Japan.

協力：CAAK

10.10［土］, 11［日］ 14:00-18:00 @Kapo
Duration: Audience can spend as much time as they

like between 14:00 and 18:00.  (no reservation required)

Last entry at 17:30 

Language: Japanese/ English

★ Action Hero are collecting ashes.

These ashes will be used in the creation of the installation.

Please send to Kapo by September 25.

Forward to: Kapo (3-1-27, Nomachi, Kanazawa)

所要時間…随時入場可能（予約不要）
最終入場…17:30まで
言語…日英2ヶ国語対応

★ 灰を送ってください！ 
作品で使用する「灰」を集めます。
段ボール等に梱包して9月25日（金）までにお送りください。
送付先：Kapo（金沢市野町3-1-27）

Photo: Action Hero

Photo: Action Hero



美しい自然環境に佇む山鬼文庫で、アーティストが毎回１名
の観客を優美におもてなしします。観音菩薩から想を得た本
作では、旅立った人や失われた物へ捧げる哀悼歌をニック・
グリーンと一緒に作ります。歌は電子的に変換され、浅野川
に棲む鳥たちとの交歓を試みます。

Presented in the beautiful surroundings of Sanki Bunko, Song 

For The Departed (Seven Bridges) is a delicate encounter for 

one audience member at a time. Inspired by the archetypal 

qualities of Kannon, the piece invites people to co-create and 

dedicate a unique vocal composition (performed by Nic Green) 

to someone/something departed, lost or past. The expressions 

of this lamentation will be electronically transformed to commu-

nicate with indigenous birdlife living on the Asanogawa River.

「去りし者への唄（七つの橋）」
ニック・グリーン

Nic Green “Song For The Departed (Seven Bridges)”

www.nicgreen.org.ukニック・グリーン Nic Green

英国のユニークで刺激的な若手アーティストの一人。ダンス・演劇をはじめ、多様なコミュニティ活動や
パブリックアートプロジェクト、研究に基づく総合学習体験、インターネットを利用した双方向型プロジェ
クトや作曲にまで及ぶ。中でも注目された「Trilogy」は参加者が約1,000人に上り、演出家に贈られるア
ーチ・アワード、ダブリン・フリンジ・フェスティバル・アワード、ヘラルド・エンジェルの各賞を受賞した。

Nic Green works across the fields of Live Art, New Performance and Place-Based Practice. Her diverse 

art-making practice spans award-winning dance/theatre performance, community and public art projects 

and musical/audio composition. This summer she is thrilled to present a new site-specific performance 

created especially for Kanazawa and the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.

10.10［土］, 11［日］ 10:30-18:30 @山鬼文庫

Duration:  Approx 30 min(upon reservation)

For one audience at a time 

Please come 15 minutes before your reservation

Language: Japanese/English

*One on one performance with the Artist

*We advise you to wear comfortable walking shoes.

*Please mind the time as you may miss the performance in case you are late.

所要時間…約３０分（要予約）
定員…各回１名
受付…ご予約時刻の１５分前までにお越しください
言語…日英2ヶ国語対応
※本公演はアーティストと１対１で体験するパフォーマンスです。
※階段、段差がありますので歩きやすい靴でお越しください。
※ご予約の開始時刻を過ぎますとご参加できない場合があります。

10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00

Photo: Oliver Rudkin Courtesy of Ibt13



プリクラ、ギャル、カワイイ文化から垣間見える日本人女性の
西欧主義と自己像への影響。日本社会における女性の権利に
ついて当事者たちが語るストーリーとともに考察を巡らせます。

作・演出：スコッティ
パフォーマンス：Masumi Saito
映像：ホリー・レヴェル

A performative installation exploring the westernisation of 

Japanese women through purikura, gyaru and the detrimental 

affects of kawaii. Accompanied by sound pieces from Japanese 

women sharing their thoughts on women’s equality in Japan.

Created and directed by Scottee

Performed by Masumi Saito

Video by Holly Revell

www.scottee.co.ukスコッティ Scottee

ロンドン出身。ロンドンを代表するライブ会場「Roundhouse」のアソシエートアーティスト。人種、セク
シュアリティ、階級、世代、ジェンダーを主題に、アウトサイダーに目を向ける作品を創作。社会的弱者と
認識されている事象や人物を表舞台に上げ、脚光を当てることで、課題を明らかにし眼を背けることが
できない状況を創り出す。

Scottee is an artist from London. He is currently an associate artist at the iconic Roundhouse. His 

work is about outsiderness; race, sexuality, class, age and gender. He creates spaces where the 

perceived underdog is celebrated, at the forefront and no longer ignorable.

「デルクギハウタレル」

スコッティ

Scottee “DERU KUGI WA UTARERU”

10.10［土］, 11［日］ 18:00-21:00 @Badass Gallery

Duration: 15 min(upon reservation)

For 6 audience at a time

Please come 15 minutes before your reservation

*Please mind the time as latecomers will not be able to enter the show.

Language: Japanese

★ Scottee is collecting unwanted purikura.

Please send us fun or silly purikura to create the set of

Scottee's performance piece! (Forward to: Koryuka “Scottee”

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.)

所要時間…15分（要予約）
定員…各回6名
受付…ご予約時刻の15分前までにお越しください
※演出上、ご予約の開始時刻を過ぎますとご入場できません。

言語…日本語

★ 不要なプリクラを送ってください！
送付先：金沢市広坂1-2-1金沢21世紀美術館交流課「スコッティ」係
面白いもの、ヘンなもの、どんなものでも歓迎！
集まったプリクラは、会場のセットになります。

18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:20 / 19:40 / 20:00 / 20:20 / 20:40

Photo: Matthew Brindle
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◎アーティスト・イン・レジデンス概要  
 
趣旨： 
このプロジェクトは、イギリスで活躍する若手アーティスト主導型コミュニティ『フォレスト・フリンジ／
Forest Fr inge』（※１）から選出したパフォーミングアーティスト３組をレジデントとして迎え、彼らと協同
する金沢のアーティスト、クリエイター、ディレクターなどとともに実験的な創作活動を試みるものです。 
 
本プロジェクトでは国外のアーティストを招聘することにより、新たな視点や客観性をもたらし、金沢で活動
するアーティストなど創造的人材を刺激することが期待できます。創作の過程では当館と地域が連携すること
により、点在するアーティストコミュニティーの連携と強化をはかります。そして当館とアーティストがより
深くこの街と関わることで、金沢の貴重な文化資産や歴史的土壌を有形無形に作品内に顕在化させ、国内外へ
発信します。 
 
レジデンス（滞在制作）は２段階で実施されます。第１期（6/8-6/22）では英国アーティストが金沢に２週間
滞在し、期間中に金沢の文化や歴史を学びながら、金沢のアーティストやクリエイター、スタッフなどと交流
を深め、金沢をリサーチ。第２期（9/26-10/14）では、いよいよアーティストたちが新作のクリエイションに
着手します。創作場所は、当館を拠点にしながら、金沢市内の小規模なアートスペースやギャラリーなど、そ
れぞれのアーティストの個性や創作内容に応じて決定。同時に各アーティストの創作をサポートする地元コー
ディネーターとのマッチングも行いました。日英の参加者たちは、それぞれが主体的に街に深く関わり、この
街に住む人々と出会いながら、金沢の遺伝子を取り込んだ刺激的な新作を発信していきます。 
 
期間 : 第１期 2015 年 6 月 8 日（月）～22 日（月） 
     第２期 2015 年 9 月 26 日（土）～10 月 14 日（水） 
 
アーティスト×会場×コーディネーター： 
 アクション・ヒーロー× Kapo × 齋藤雅宏（Kapo） 
スコッティ× Badass Gallery × 上田陽子（金沢アートグミ） 
ニック・グリーン × 山鬼文庫× 中森あかね（Suisei-Art） 

 
アーティストへのリクエスト： 
アーティストには、次の３つの課題が出されています。 
１）金沢で新作を創作すること。 
２）金沢でのリサーチを踏まえ、金沢あるいは日本の文化・歴史的要素を取り入れること。 
３）金沢在住の協力者を得ること。（アーティスト、クリエイターなど） 
 
スケジュール： 
第１期 6 月 8 日（月）～22 日（月） 
1) 現地リサーチ（会場、金沢市街） 
2) 英国および金沢在住アーティストによるクリエイティブワークショップ 
3) 地域イベントなどへの参加 
4) 新作クリエイションの企画立案 

 
第２期 9 月 26 日（土）～10 月 14 日（水） 
1)  新作クリエイション        9 月 26 日～10 月 8 日  
2)  プレビュー公演（関係者向け）    10 月 8 日       
3)  前夜祭                   10 月 9 日       
4)  本公演             10 月 10 日、11 日 
5)  振り返り            10 月 12 日～14 日 
 
※１ フォレスト フリンジ（FOREST FRINGE） 
2007 年のエジンバラ・フェスティバルの期間中に立ち上がった英国のアーティスト主導のアーティスト・コミュニティ。自
らもアーティストであるアンディ・フィールド、デボラ・ピアソン、イラ・ブランド３人の共同ディレクターにより運営され、
作家、演出家、音楽家、ダンサーなどジャンルを超えたアーティストを取り込み、実験的・冒険的パフォーミングアーツを創
出している。アーティストと観客が場をつくり、さまざまな体験を生み出し、新しい形のコミュニティを形成していくことを
得意とする。既存の舞台芸術の枠組みを超えたインタラクティブなパフォーマンスのショーケースと、日英のアーティストに
よるクリエイティブ・ラボを実施した。 
http://www.forestfr inge.co.uk 
 
フリンジとは、元々英語で「周辺」の意。イギリスで公式なフェスティバルの周辺で自主的な企画が開催されるようになった
ことから、現在では自主的で既存の枠にとらわれない表現活動の場を示す代名詞として使用されるようになっています。 
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◎広報画像について  
 
画像 １～7 を広報用にご提供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、下記へお申し込みください。 
金沢 21 世紀美術館 広報担当/中山(広報室) 
〒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  
 
＜使用条件＞ 
※広報用画像の掲載には各々下記クレジットの明記が必要です。 
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字がかぶったりしないよう、レイアウトにご配慮ください。 
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送り下さい。 
※アーカイヴの為、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVDなどをお送りください。 
以上、ご理解とご協力を頂けますようお願い申し上げます 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
３ Action Hero  Photo:  

6  Scottee  
   Photo: Matthew Brindle 
 

4  Nic Green“Slowlo"   
   Photo: Oliver Rudkin  Courtesy of Ibt13 

2 Action Hero “SLAP TALK” 
Photo: Action Hero 

1  Action Hero “From Ashes” 
   Photo: Action Hero 

3  Nic Green“Song For The Departed (Seven Bridges)”  
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5  Scottee “DERU KUGI WA UTARERU” 


