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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∞ディスカバリー！」。創作、パフォーマンス、
初めてのお茶会、音楽会、クイズラリーなど、楽
しみながら無限の可能性を発見する数々のプロ
グラムを用意した。

（黒田裕子）

ARTS PLANET 2018～こども∞ディスカバリー !
ARTS PLANET 2018̶KODOMO∞DISCOVERY!

“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 “KODOMO∞DISCOVERY!” 
With craft work, performances, first tea cer-

emony experiences, concerts, and a quiz 

rally, the program offered children unlimited 

chances for making discoveries while having 

fun.

(KURODA Yuko)

「銀河音楽室アンサンブルによるコンサート『明星』」

「のっぽ星人」

「ミニランタン」

「シール ゲッツ ダンス！」

「初めてのお茶会

『絵本の語り・ほんわかお茶パーティー』」

“A concert by Ginga Ongaku-shitsu Ensemble, 

Morning Star”

“The Tallest”

“Mini-lantern”

“Seal Gets Dance!”

“First tea ceremony, 

Picture Book Story—Warm and Comfy Tea Party”

1–5. Photo: IKEDA Hirakua
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2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）
会場：シアター 21、キッズスタジオ、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、石川テレビ放送、
テレビ金沢、エフエム石川 

参加：7,419名

広報件数：21件 

ARTS PLANET 2018～こども∞ディスカバリー !
ARTS PLANET 2018̶KODOMO∞DISCOVERY!

From Thursday, 3 May 2018 until Saturday, 5 May 

2018

Venue: Theater21, Kids Studio, Open Space, 

Project Room, Tea Room, other 

Organized by:

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion

and Development Foundation)

Supported by:

Hokkoku Shimbun,

Hokuriku Broadcasting Co., Ltd.,

Ishikawa TV, TV Kanazawa, FM Ishikawa

Number of audiences: 7,419

Publicity: 21
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ARTS PLANET 2018～こども∞ディスカバリー !
ARTS PLANET 2018̶KODOMO∞DISCOVERY!

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ARTS PLANET サテライトスタジオ
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）10:00–17:00

企画協力：office BLANCA

創作　
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ミニランタン
日時：
2018年 5月3日（木・祝）–5月4日（金・祝）
11:00／ 12:30／ 14:00／ 15:30

会場：プロジェクト工房
料金：300円
企画制作：うさぎとさる
参加：159名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
スペースガン GUMGUM

日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）
11:00 ／ 11:30 ／ 12:00 ／ 13:30 ／ 14:00 ／
14:30／ 15:00／ 15:30

会場：プロジェクト工房
料金：300円
企画制作：one one otta

参加：304名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アトリエ のっ！ポン！チョ！
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）
12:00／ 14:00　※6日（日）展示
会場：キッズスタジオ
料金：300円
企画制作：川口知美
協力：金沢文化服装学院、繊維リソースいしかわ、
西川産業株式会社
参加：58名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ハント&デコ
日時：
2018年5月4日（金・祝）–5月5日（土・祝）
11:00／ 12:30／ 14:00／ 15:30

会場：松涛庵前
料金：300円
企画制作：prospelago

参加：80名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
のっぽ星人／ The Tallest

日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）
11:00／ 12:00／ 14:00／ 15:00

集合：授乳室前
料金：無料
企画制作：入口衛
参加：126名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ひらけ～さつまいもばたけ！
日時：2018年5月5日（土・祝）11:00–12:00

会場：まるびぃみらい畑
料金：無料
企画制作：広瀬農園、まるびぃみらいカフェ
参加：32名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
初めてのお茶会
「立礼席（テーブル・腰かけ）お茶室」
日時：
2018年5月4日（金・祝）–5月5日（土・祝）11:00–16:00

会場：松涛庵 （テーブル席）
料金：500円
企画制作：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
参加：211名

初めてのお茶会
「絵本の語り・ほんわかお茶パーティー」
日時：
2018年5月4日（金・祝）–5月5日（土・祝）11:00／14:00

会場：松涛庵 （和室）
料金：500円
企画制作：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
参加：47名

初めてのお茶会「にじり口から感じるお茶席」
日時：
2018年5月4日（金・祝）–5月5日（土・祝）11:30／14:30

会場：山宇亭・腰掛待合
料金：500円
企画制作：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
参加：26名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
スミたまり
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）11:00–16:00

会場：美術館内外いろんな場所
料金：無料
企画制作：if blank

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
シール ゲッツ ダンス!

日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）
13:00／ 15:00

集合：情報ラウンジ
料金：無料
企画制作：なかむらくるみ
参加：40名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
まるびぃで走ろうミニSLの世界！
日時：
2018年5月4日（金・祝）–5月5日（土・祝）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：2,201名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
バーチャルヒーローズ メモリースタジオ
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）11:00–16:00

会場：メディアラボ
料金：200円
企画協力：ViA de la frontera

参加：185名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
銀河音楽室展示
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月4日（金・祝）11:00–16:00

5月5日（土・祝）11:00–14:30

会場：シアター 21

料金：無料
参加：2,601名

銀河音楽室アンサンブルによるコンサート「明星」
日時：2018年5月5日（土・祝）16:00–17:00

会場：シアター 21

料金：500円
企画協力：名付けようのない季節と岩井美佳
参加：53名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
まるびぃディスカバリー☆チャレンジ
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）10:00–17:00

受付：ARTS PLANETチケットブース
料金：無料

参加：844名

休憩
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
移動カフェ
日時：
2018年5月3日（木・祝）–5月5日（土・祝）10:00–18:00

会場：プロジェクト工房前


