
※荒天の場合、屋外での催し物は中止になる場合があります。 
※開催日ごとの団体、時間、会場、料金等、詳細はこちら      ▶

「まるびぃ Art-Complex」とは、独創性に富んだ活動を行う人たちが金沢21世紀美術館の広場や交流ゾーンへ集い、
ヒト、コト、モノが複合的（complex）かつ横断的に交流するよう、「まちの広場」を市民とともにつくるプログラムです。
カフェ・マーケット・パフォーマンス・ワークショップの4部門53団体が、皆さんのご来場をお待ちしています。

カフェ部門 [22団体]

4月－9月開催日カレンダー

○allie アリィ
焼きたてクレープ、無添加シフォンケーキ

○いただき繕金沢新竪町店
おむすび、スイーツ、ドリンク等ヴィーガン食

○奥能登みっちーファーム
美味しいたけご飯、カラダ喜ぶ椎茸スープ、のと115アヒージョ

○on café
クレープ（生クリーム系、おかず系）、かき氷（夏期）

○CAFE坂道発進
ハンドドリップコーヒー、ソフトドリンク、スコーン、フラッペ

○岸商店 白い帽子
ベビーカステラ、スィーツカステラ

○nico25
ハンバーガー類、シフォンケーキ、自家焙煎コーヒー、ソフトドリンク

○こがねや
焼きたてスイートポテト、タピオカドリンク、金沢豆花、かき氷、氷カフェ

○SALINA
ナポリピッツァ

○Seeds of smile
国産米粉使用・卵・乳製品・白砂糖不使用のマフィン、パンなど

○じわもん
金澤焼そば、ガス海老のからあげ、季節商品中心に

○世界で2番めにおいしい
　焼きたてメロンパンアイス
メロンパンアイス、特製メロンパン、メロンパンラスク

○ゼブラ
サバエドッグ、ロングフライドポテト

○takkaali
松任トマトのカレー（シャルマとのコラボレーション）

○旅カフェ.com
フェアトレードとオーガニックにこだわったドリンク販売

マーケット部門 [9団体]

○カントリー工房 フレンズ
手作り木製家具やインテリア小物の製作販売

○ZIGSAW
ぬいぐるみ、イラスト、ポストカード、子供服など、小物販売

○usamimi
水引を使ったアクセサリー

○バリバリ模型店
建築素材等を組み合わせて作る玩具キットの販売

○ほんわかにがおえ ツカポン
シンプルでほっこりする似顔絵

○ぽれぽれ工房 山の家
機織り、草木染め、フェルト、雑貨、クッキー、など

○チャンピオンカレー
金沢カレーの元祖！看板メニューのLカツカレーや唐揚げも提供

○DK art café
とり野菜みそカレー、地元産サイダー、ビール、ワイン、酒

○なんば一番 蛸佐ん
たこ焼き（6味、金箔）、かき氷、生ビール

○BOB HOUSE
ホットドッグ

○マルシェロロ金沢
フランス人シェフと石川県食材のコラボ料理&菓子

○MOGU MOGU
たこ焼、黒たい焼、加賀れんこんチップス　夏期：かき氷、ドリンク

○one one otta
コーヒー、カフェラテ、マフィンなどの焼き菓子

○maru to té té
編み物小物、生活雑貨などのオリジナルハンドメイド作品

○risakaban
イタリアンレザーを用いたバッグ、財布、キーホルダー等の革小物

○LIMUR
自由に選んだ素材によるブローチなどの小物類、オブジェたち

○engram × 山田企画 【密室の風景】
書家、音楽家、映像作家、舞踊家、小説家によるパフォーマンス。
物理的・精神的にあらゆる場所に存在する「密室」を描く。

○coffee ジョキャニーニャ 【まるびぃ de コント！】
金沢を拠点に演劇活動するメガネ多め劇団がまるびぃでコントする
ジョキャよ！スペシャルゲストも登場！？お楽しみに♪ http://jokya.jp/

○スタジオバハラ 【ジプシーバザール】
西アジア～中近東の音楽や踊り、cafeに雑貨作り。
笑顔が溢れる世界の片隅の小さな市場が出現！

○チーム 最後のオーケー
　【「最後のオーケー」予告編】
9月にシアター21で公演を行う100(いまるまる)：コンテンポラ
リーダンス、Otnk：演奏、澤山工作所：造形によるライブ

○ビュータン企画 【inside outside】
美術館のガラス壁を活用した演劇公演。
ガラス越しに見える世界にちょっとした違和感を感じたことは
ありませんか？

○ファン フルート フレンズ
   【フルートピクニック！＠まるびぃ】
フルートアンサンブルのやさしい音色をライブで！クラシック・ポップス・
ジャズ等から幅広い選曲を芝生の上でお楽しみください。

○北陸つなげて広げるプロジェクト
　【今日は君も　アート　になる】
普段は展示を見に来る美術館で、今日は見られる側になってみよう！
ワークショップで作ったパフォーマンスを屋外で上演します。
（事前予約先 080-2052-2026）

○if blank 【マウンテンピーク】
私たちの想像がつくりだす見えない山に登ろう！
参加者のみんなでパフォーマンスを行い、映像作品をつくります。

○絵本館ホップツリー わくわく創造アトリエ金沢
　プレイルーム 【積木・絵画・造形ワークショップ】
月代わりで実施予定…いろいろな形の木で自動車づくり/
粘土で作り上げるレリーフ絵画/約6,000ピースの積木で建物作成など。

○NPO かえっこ まるびぃ
　【かえっこバザールinまるびぃ】
遊ばなくなったおもちゃを交換して、リユースやお金のシステムを体感します。
おもちゃがなくてもゲーム参加でポイントGET！

○SHABO金澤 【気軽にしゃみせん！】
三味線は難しそう、興味はあるけど敷居が高い、でもちょっとだけ
弾いてみたいという方、気軽に三味線体験してみませんか？

○ZIGSAW 【よんこみゅにけーしょん!】
自由に４コマを描いてみよう。作った4コマでコミュニケーションしよう!
 ※マーケット部門のZIGSAW会場で開催

○若年性認知症の人と家族と寄り添いつむぐ会
　【じぶんいろのペーパーフラワー  ～my own color～】
ペンで思い思いの模様を描き、霧吹きで水をかけ個性的な花を作る。
楽しく作って会話にも花を咲かせましょう。

○Dance Well 【Dance Well ワークショップ】
パーキンソン病と共に生きる方々を含む、開かれたアートな空間で行われる
ダンス・クラスです。（経験不問）

○チーム 最後のオーケー 
　【最後にあなたもギロリスト♪】
９月にシアター21で公演を行うアーティストチーム「最後のオーケー」と
一緒に段ボール打楽器を作って・弾いて・踊ろう♪

○Biora House そろばんビレッジ 
　【世界で一つのそろばん作り】
好きな色の枠（5色）玉（11色）を選んで、トンカチやドライバーを使って
そろばん組み立てを体験しよう！

○Fun with Cancer Patients 金沢メンバー
　【Fun with Cancer Patients ～がん患者とがんトーク～】
がんについてホンネでおしゃべりする会話型パフォーマンスを体験しよう。

○北陸つなげて広げるプロジェクト 
　【今日は君も　アート　になる】
コンテンポラリーダンスと身体表現のワークショップを実施。
体験した動きをつなげて10分程度のパフォーマンスを完成します。

○本と印刷 石引パブリック
　【ガリ版印刷でオリジナルカード作り】
謄写版（ガリ版）を使った印刷ワークショップ。 自分で原画を作って
複製印刷、持ち帰りや交換もOK。持ち込みの紙でも印刷できます。

○まちなか工作部 【まちなか工作部＠まるびぃ】
作りかけのモノを作ったり、アイデアを形にしたり、作り方を教えたり、
工作を思い思いに楽しもう！飛び入り開催の教室も大歓迎！

○松岡理恵＆nonchamp&ほんだしょうこ
　【言葉と歌の木を作ろう！】
すきな言葉を選んで詩をつくり、絵と歌に変身させて遊びます。
詩、音楽、絵画、様々なアートがうまれる瞬間を届けます。

○声楽家・松本佐智子 【一緒に歌おう！童謡・唱歌】
広場の木かげにキーボード、時には小型ハープを用意します。
そのまわりで、気楽に一緒に歌い楽しみましょう♬

○学びの庭ひまわり 【クラシック音楽美術館】
ベートーヴェン、ショパンなど作曲家の名曲を聴きながら絵を描き、絵葉書
をつくります。絵葉書は自由にデコレーションできます♪

○ヨーガ百花堂・澤井美惠子 【Yoga-Art】
新しい発見̶私の心身! 基本の体操と呼吸でYoga-Art前後の自分自身を
あじわおう!!　※敷物持参。動きやすい服装でご参加ください。

○わいわいアーツ 【シルクスクリーン・ワークショップ】
いろいろな図案を組み合わせてミニハンカチにプリントしよう！
小さなお子様からシニアまで、簡単にシルクスクリーンを楽しめます。

ドリンク・スイーツ・軽食などを楽しもう！

オリジナル＆ハンドメイド作品の中にお気に入り発見！

パフォーマンス部門 [7団体] 広場で見て聴いて、一緒に踊り歌おう！

ワークショップ部門 [18団体] 今日の思い出を作品や身体で表現してみよう！
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※「まるびぃ」とは「まるいびじゅつかん」である金沢２１世紀美術館の愛称です。
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展示ゾーン（有料）

カフェ部門 マーケット部門 パフォーマンス部門 ワークショップ部門
・土日祝 10：00-18：00
・各日最大10団体出店

・土日祝 10：00-18：00
・各日最大９団体出店

・第２土曜日とその翌日曜日
・各日最大5団体活動実施

・第２土曜日とその翌日曜日
・各日最大5団体活動実施

活動場所
カフェ部門 マーケット部門 パフォーマンス部門

広場（プロジェクト工房前） 広場（市役所口[西口]周辺） 広場（A・B・C）

ワークショップ部門
メディアラボ（館内B1F）
プロジェクト工房ほか

喫煙所

展示室13
無料

（4/27-8/25）

アート・コンプレックス

美術館Twitter



主催・お問い合わせ：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］
〒９２０-8509  石川県金沢市広坂1-2-1 　TEL 076-220-2800　 FAX 076-220-2802

カフェ

パフォーマンス ワークショップ

マーケット

アート・コンプレックス

おいしさと楽しさが
つまった広場へようこそ！

N E W

N E W

交通アクセス

oishii!

kawaii!

tanoshii!
wow!

●路線バス
バスターミナル 兼六園口（東口）3番、6番乗り場よりバスにて約10分「広坂・21世紀美術館」にて下車すぐ
兼六園口8～10番乗り場よりバスにて約10分
「香林坊（アトリオ前）」下車、徒歩約5分

●まちバス（土・日・祝日のみ運行）
JR金沢駅バスターミナル東口5番乗り場から約20分「金沢21世紀美術館・兼六園（真弓坂口）」
にて下車すぐ

●城下まち金沢周遊バス
JR金沢駅バスターミナル東口7番乗り場から約20分
「広坂・21世紀美術館（石浦神社前）」にて下車すぐ

●兼六園シャトル
JR金沢駅バスターミナル東口6番乗り場から約10分「広坂・21世紀美術館」にて下車すぐ 

JR金沢駅から

地下駐車場 8：30～23：00

●スケジュールや内容の詳細および変更など、最新情報は当館Twitterをご覧ください。
●「まるびぃArt-Complex」の画像をアップする際は「#artcomplex_kanazawa21」をつけてください。
●展覧会やその他の美術館情報は、当館ウェブサイトをご覧ください。URL: http://www.kanazawa21.jp

●基本料金…はじめの30分は無料（※）　 ●時間料金…以降30分ごとに150円
※館内にて基本料金割引サービスを受けてください。受けられなかった場合は、
　時間料金に加えて基本料金（30分350円）が必要です。
※身体障がい者用の駐車場は、美術館側に地下1階、地下2階それぞれ2台ご用意しています。

カフェ部門で
購入した飲食物は

広場でお召し上がりください。
（館内での飲食はご遠慮ください）

ごみは
所定の場所へ
捨ててください。

（カフェ部門のゴミは購入したお店まで）

喫煙は
広場内の灰皿がある場所で

お願いします。
（広坂口[北口]正面）

2019年4月－9月
ご案内

●アクセスマップ

公共の交通機関をお勧めします。

みんなで楽しむためのマナー

美術館Twitter

まちの広場をみんなでつくる


