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美術館が主催する展覧会を金沢市民が無料
で観覧できる「市民美術の日」に合わせ、文化
芸術に親しんでもらうような1日をつくる企画。
「オープンまるびぃ」と冠をつけて3年目となる今
年は、楽しさを表す「Joy」と参加するという意味
の「join」をかけた「Joy’n！」をテーマに掲げた。
「Joy’nプログラム」ではパフォーマンス、ワー
クショップ、カフェと3つの部門で美術館を盛り
上げるプログラムを公募。17の団体が市民との
交流の場をつくった。
館長によるQ&Aトークやキュレータートーク、ラ

イブラリアンによる絵本の読み聞かせなどスタッ
フが美術館について伝えるプログラムも行った。

（森 絵里花）

市民美術の日「オープンまるびぃ2018 Joy’n!」
Kanazawa Citizens Free Art Day  “Open Museum 2018 Joy’n! ”

“Kanazawa Citizens Free Art Day” is a day es-

tablished for Kanazawa citizens to enjoy art. 

The program is aimed at encouraging more 

Kanazawa citizens to visit the art museum 

on that day. This year’s Open Museum pro-

gram, now in its third year, took the theme 

of “Joy’n!”—a conjunction of “joy” and join.”
The “Joy’n program,” in order to bring excite-

ment to the museum, sought applicants for 

participation in three sections: Performance, 

Workshop, and Café. A total 17 groups created 

places for exchange with Kanazawa citizens. 

Programs were also held in which muse-

um staff spoke about the museum, such as 

a Q&A talk by the mayor, curator talks, and 

picture book readings by a librarian.

(MORI Erika)

金沢市民専用カウンターの様子

Joy’nプログラム

「アサミプロダクション   スペシャルストリートライブinまるびぃ」

Joy’nプログラム「親子でラジオ教室」

「『館長、質問です！』なんでもQ&Aトーク」風景

「アートバス試乗体験！」風景

Scene: special counter for Kanazawa citizens

Joy’n program, 

“Asami Production̶Special Street Live in Marubi”

Joy’n program, “Radio Class for Parents and Children”

Scene of

“Questions for the Director!” Ask Anything Q&A Talk”

Scene of “Try Riding the Art Bus!”
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2018年10月20日（土）10:00–20:00

会場：展示ゾーン、メディアラボ、プロジェクト工房、
広場ほか

主催：
金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

参加：約2,200名
（うち金沢市民無料観覧券の発行数：1,019枚）

広報件数：12件

市民美術の日「オープンまるびぃ 2018 Joy’n!」
Kanazawa Citizens Free Art Day “Open Museum 2018 Joy’n! ”

Saturday, 20 October 2018 at 10:00–20:00

Venue: Exhibition Zone, Media Lab, 

Project Room, Open Space and so on.

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion 

and Development Foundation)

Number of audiences: Approx. 2,200

(1,019 Kanazawa citizens with a Free ticket out of 

this total number)

Publicity: 12

【「Joy’n プログラム」ワークショップ】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
自分色のペーパーフラワーを咲かせましょう
時間：10:00–12:00

会場：メディアラボ
料金：無料
主催：若年性認知症の人と家族と寄り添いつむぐ会
参加：30名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ぼくとわたしの「展覧会の絵」～絵から作曲しちゃおう！
時間：13:00／ 14:00

会場：メディアラボ
料金：無料
主催：学びの庭 ひまわり
参加：40名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
家族で、1 人で、パートナーと　
世界で1枚この日限定の写真を創ろう
時間：16:00–17:00

会場：メディアラボ
料金：1組500円
主催：ほんわか寺子屋
参加：7名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
まるびぃの植物と押し花でつくる
UVレジンのブローチ
時間：18:00／ 19:00

会場：メディアラボ
料金：無料
主催：東急ハンズ金沢店
参加：20名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
シールゲッツダンス！～まるびぃ一周編～
時間：11:00–11:40／ 14:30–15:10

会場：芝生広場「まる」向かい
料金：無料
主催：100いまるまる
参加：20名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
チェキでメッセージカードを作ろう
時間：10:00–12:00

会場：プロジェクト工房
料金：無料
主催：金沢ロフト
参加：41名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
親子でラジオ教室
時間：10:00–12:00

会場：プロジェクト工房
料金：無料
主催：一般社団法人日本アマチュア無線連盟石川県
支部
参加：18名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
15分電子工作　
オーロラキーホルダー・オーロラブレスレットを作ろう
時間：13:00–16:00

会場：プロジェクト工房
料金：200円
主催：太田志保
参加：38組

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「文学」をよもう、あそぼう
時間：13:00–16:00

会場：プロジェクト工房
料金：無料
主催：文学フリマ金沢事務局
参加：60名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
バーチャルなキャラクターになって動き回ろう！
時間：13:00–16:00

会場：プロジェクト工房
料金：無料
主催：株式会社C8LINK

参加：90名
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【「Joy’n プログラム」パフォーマンス】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
エモーション★
時間：13:00–13:30／16:30–17:00

会場：芝生広場市役所口より随所
料金：無料
主催：23.j

観覧：約100名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アサミプロダクション　
スペシャルストリートライブ inまるびぃ
時間：13:30–14:10／15:30–16:10

会場：芝生広場
料金：投げ銭
主催：アサミプロダクション
観覧：約100名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
インドネシア伝統舞踊
時間：17:00–17:20

会場：芝生広場市役所口近く
料金：無料
主催：Taman Kayangan

参加：約70名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Gypsy Circus（ジプシー サーカス）
時間：19:00–19:40／ 17:00–18:30 ガーランド作り
会場：プロジェクト工房
料金：1,500円（ガーランド作りは無料）
主催：Studio Vafra

観覧：約100名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「Joy’n プログラム」カフェ
時間：17:00–21:00

会場：総合案内横 カフェエリア
出店：ホホホ座金沢
奥能登みっちーファーム
one one otta

【展覧会や美術館を楽しむプログラム】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「館長、質問です！」なんでもQ&Aトーク
時間：10:00–11:00

会場：レクチャーホール
料金：無料
参加：18名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
絵本を読もう
時間：12:20–13:00

集合：授乳室前
料金：無料
参加：16名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「起点としての80年代」展関連 

ハンズオン！まるびぃ
ダンボールでつくろう！わたしの◯◯
時間：13:00–16:00

会場：キッズスタジオ
料金：無料
参加：82名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
キュレータートーク
［1］ lab.3 DeathLAB:死を民主化せよ
時間：16:30–（40分程度）
集合：デザインギャラリー
料金：無料

［2］ アペルト 09　西村有 paragraph

時間：16:30–（40分程度）
集合：長期インスタレーションルーム
料金：無料

［3］ 邱志杰　書くことに生きる
時間：18:00／19:00（30分程度・各2回）
集合：展示室7前
料金：無料（要展覧会チケット）

［4］ 起点としての80年代
時間：18:00／19:00（30分程度・各2回）
集合：展示室13前
料金：無料（要展覧会チケット）

参加：約60名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アートバス試乗体験！
時間：10:20–13:00

集合：芝生広場「まる」付近
料金：無料
参加：約230名

市民美術の日「オープンまるびぃ 2018 Joy’n!」
Kanazawa Citizens Free Art Day “Open Museum 2018 Joy’n! ”


