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カナザワ・フリンジ 2017
KANAZAWA FRINGE 2017

「カナザワ・フリンジ」は国 内 外から招へ い

“Kanazawa Fringe” is the overall name for a

するアーティストが、社会との接点を持ちながら

plurality of in-residence art projects imple-

2年サイクルで新作を金沢で滞在制作する複数

mented in two-year cycles by artists from

の滞在制作プロジェクトの総称。2015年度に

Japan and abroad, who create new artworks

4.「Walk with Me」

実施した「Museum x KNZ Fringe 〜街と、人と、

in the context of their discoveries in Kanazawa.

5.「あさのがわのいえ」

出会う」の継続発展プログラム。街・人との出会い

It is a program of continuing development

1. 前夜祭
2.「金沢奇妙弁当」
3.「Fun with Cancer Patients
がん患者とがんトーク：金沢編」

6.「彼らの特徴とその理由」

（meeting）→視点や価値観の再提起（proposal）

launched as “Museum x KNZ Fringe: Meeting

→創作活動の実行（action）→アーティスト・街・

with the City” in 2015. The programʼs long-

個人のゆるやかな変化（change）といった創造的

term goal is to make Kanazawa a “hub” for

3. “Fun with Cancer Patients: Kanazawa”

な循環スパイラルを積み重ね、金沢が創作活動

creative activities by implementing a creative

4. “Walk with Me”

と発信の拠点（hub）となることを長期的な目標

spiral of (1) “meeting” the town and its people,

とする。2016年〜 2017年は5人のディレクター

(2) “proposal” of new perspectives and values,

がリサーチとクリエイションを実 施し、2017年

(3) initiating creative “action,” and (4) bringing

1.5.6. Photo: IKEDA Hiraku

11月にイベントを開催した。

about “change” in the participating artists, the

2.4. Photo: MAE Ichiro

（黒田裕子）

town, and its people. Five directors took actions for research as well as creation in 2016
and 2017, and produced events in November
2017.
(KURODA Yuko)
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1. Opening Party
2. “TEI-EN Bento Project”

5. “The House of Asanogawa”
6. “Their Characteristics and Why”

3. Photo: Christa Holka

カナザワ・フリンジ 2017
KANAZAWA FRINGE 2017

2017年11月2日（木）前夜祭

2017.11.2 (Thu.) Opening Event

Grants from:

2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）

2017.11.3 (Fri.)–2017.11.5 (Sun.)

The Agency for Cultural Affairs Government of

会場：金沢21世紀美術館、あさのがわのいえ、

Venue:

Japan in the fiscal 2017, the Lottery Fund for

近江町市場、Kapo、ほか金沢市街

21st Century Museum of Contemporary Art,

“Fun with Cancer Patients: Kanazawa”

Kanazawa, The House of Asanogawa,
主催：

Omicho fish market, Kapo, and others

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

Supported by: Hokkoku Shimbun,
Hokuriku Broadcasting Co.Ltd.,

企画協力：上田陽子（認定NPO法人 金沢アートグミ）、

Organized by：

Ishikawa Television Broadcasting Co., Ltd.

齋藤雅宏（Kapo）、中森あかね（Suisei-Art）、

21st Century Museum of Contemporary Art,

TV Kanazawa and FM Ishikawa

山田洋平（山田企画）

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion

助成：

and Development Foundation)

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業、

In Cooperation with:

文化庁、一般財団法人日本宝くじ協会

UEDA Yoko (Kanazawa Artgummi),

Document:

SAITO Masahiro (Kapo),

Document for KANAZAWA FRINGE 2016–2017

後援：北國新聞社、北陸放送、石川テレビ放送、

NAKAMORI Akane (Suisei-Art),

21st Century Museum of Contemporary Art,

テレビ金沢、エフエム石川

YAMADA Yohei (YAMADA KIKAKU)

Kanazawa,2018

（Fun with Cancer Patients がん患者とがんトーク：金沢編）

Number of audience: 1,348

25.7×18.3 cm, 96p., not for sale
参加：1,348名

ISBN: 978-4-903205-67-0

記録集：

Publicity: 6

『カナザワ・フリンジ2016–2017記録集』
金沢21世紀美術館
2018年
25.7×18.3 cm、96p.、非売品
ISBN：978-4-903205-67-0
広報件数：6件
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前夜祭

プログラム1

○金沢奇妙弁当 予約販売

日時：2017年11月2日（木）18:00 – 21:00

TEI-EN Bento Project

日時：2017年10月8日（日）、10月14日（土）、

会場：シアター 21

アーティスト：

11月4日（土）各日11:00 –13:00

出演：稲田俊輔、ブライアン・ロベール、

稲田俊輔（料理人・飲食店プロデューサー／名古屋）

会場：金沢21世紀美術館

入口 衛、ウェイ・シンエン、新人Hソケリッサ！、

ディレクター：上田陽子（金沢アートグミ）

料金：1,500円 ※一日限定30個（11月4日のみ40個）

歌島昌智、なかむらくるみ、井上千明、村住知也、

企画協力：四井雄大

参加：100名

四井雄大、sanchan(noid)、tanaka scat、K. Onishi

協力：円相フードサービス、青木クッキングスクール

出店：one one otta（軽食、ドリンク）

○BENTO 仕込み見学会

エリックサウスと四井雄大（カレー）

日時：2017年11月3日（金・祝）10:00 –12:00

地域支援センターポレポレ（雑貨、おやつ）

会場：近江町市場 消費者会館 調理実習室

小坂保行（ビッグイシュー）

参加費：500円

料金：無料

参加：12名

参加：120名
○トークイベント幕の内劇場
日時：2017年11月4日（土）13:00 –15:30
会場：レクチャーホール
登壇者：稲田俊輔、青木悦子、金沢奇妙弁当10月の
体験者より選抜3名
参加：20名
○TEI-EN井戸端会議―再現レシピもちより会―
日時：2017年11月5日（日）12:00 –13:30
会場：金沢21世紀美術館 茶室（松涛庵）
参加費：500円
参加：6名
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プログラム2

プログラム4

プログラム5

Fun with Cancer Patients

あさのがわのいえ

アーティストの目

がん患者とがんトーク：金沢編

アーティスト：

アーティスト：なかむらくるみ（ダンサー /金沢）、

アーティスト：ブライアン・ロベール

新人Hソケリッサ！（パフォーマンス/東京）

村住知也（美術作家/金沢）

ディレクター：中森あかね（Suisei-Art）

ディレクター：山田洋平（山田企画）

ディレクター：黒田裕子（金沢21世紀美術館）

協力：あさのがわのいえ、増田美代子、加藤 寿、

協力：

出演：ブライアン・ロベール、金沢メンバー 36名

森 仁史（山鬼文庫）、村田屋旅館、

特別非営利活動法人地域支援センターポレポレ、

デザイン：入口 衛

皆川智之（NPO 法人ふれんでぃ）、小坂保行、

愛育学園、ふじのき寮、石川県立錦城学園、

協力：石川県がん安心生活サポートハウス つどい

有限会社ビッグイシュ―日本

（パフォーマー・演出家・脚本家／米国・英国）

鈴見台虹の家、三谷の里ときわ苑、
エイブルベランダBe

場はなうめ
○パフォーマンス
○体験

日時：2017年11月3日（金・祝）–11月4日（土）、

○『彼らの特徴とその理由』パフォーマンス

日時：

各日11:00 ／ 12:00 ／ 14:00 ／ 15:00 ／ 16:00、

日時：2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）、

2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）11:00 –15:00

各回約30分

各日13:00 ／ 14:00（最終日は13:00のみ）、

会場：シアター 21

会場：あさのがわのいえ（金沢市材木町27-19）

各回約30分

出演：新人Hソケリッサ！

会場：Kapo（金沢市野町3-1-27）

参加：159名

（アオキ裕キ、横内真人、小磯松美、伊藤春夫、

出演：なかむらくるみ、青柳隆生、魚 琳太郎、

○展示

平川収一郎、渡邉芳治、西篤近）

大家港生、久保明己、坪田祐佳、本多紫苑

日時：

音楽：歌島昌智

料金：300円

2017年11月3日（金・祝）– 11月5日（日）10:00 –17:00

参加費：投げ銭

参加：39名

会場：シアター 21

参加：48名
○『17名の特徴とその理由』映像展示

参加：90名
○ゲリラ・パフォーマンス

日時：

日時：2017年11月5日（日）11:00 ／ 13:00

2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）10:00 –17:00

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会場：金沢21世紀美術館

会場：Kapo

プログラム3

出演：新人Hソケリッサ！

参加：69名

Walk with Me

音楽：石川征樹

アーティスト：ウェイ・シンエン（アーティスト／台湾）

参加：150名

ディレクター：齋藤雅宏（Kapo）

○『Under the bed』展示
日時：

○ソケリッサ！トーク

2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）10:00 –17:00

協力：竹圍工作室、高 仙桃、北口加奈子、

日時：2017年11月5日（日）14:00 –15:30

会場：Kapo

坂元 圭、高橋奈々子

会場：金沢21世紀美術館 レクチャーホール

作品提供：高宮美由紀、鈴見邦夫、竹中栄三、

参加：20名

中田直人、谷口能嵩、林 毅、藤原晃弘、藤原純治、

『Walk with Me』参加23名

○「聞かせて、あなたの『金沢』」

船橋 映、山下眞次、米沢 実、ほか

日時：2017年10月14日（土）16:00–19:00

参加：69名

会場：茶室（松涛庵）
○ゲリラ・トーク

参加：40名

日時：2017年11月5日（日）
○展示

会場：Kapo

日時：

出演：なかむらくるみ、村住知也、山田洋平

2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）10:00 –17:00

参加：10名

会場：会議室1
参加：258名

○カナザワ・フリンジ インフォメーション・ブース
日時：2017年11月3日（金・祝）–11月5日（日）

○ガイドツアー

会場：レクチャーホール

日時：2017年11 月3日（金・祝）–11月5日（日）、

入場者数：113名

各日10:00 ／ 14:00 ／ 16:00
参加：25名
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