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金沢21世紀美術館12月のプログラム

2 014

2014年12月に実施される金沢21世紀美術館主催事業についてお知らせいたします。
各催しの告知ならびに当日のご取材など、ぜひ貴媒体にて報道して頂きたくお願い申し上げます。
各事業の詳細につきましては決まり次第随時お知らせいたします。

12月にオープンする展覧会と関連イベント
ARCHITECTURE FOR DOGS
犬のための建築

12月6日（土）〜
2015年5月10日（日）

「犬のための建築」
は、
犬の尺度で建築を捉えなおし、
新たな建築の可能性を模索する、
犬と人間の幸福のため
の真摯な建築プロジェクトです。地球に住むほとんどの人々は犬をよく知っています。そう言う意味で「犬」
は大きな可能性を持ったメディアと考えられます。
犬を介して、
どんな新しい発想が広がるでしょうか。
本展
では、世界をリードする建築家・デザイナー13組がデザインしたものと、一般の方からのアイデア投稿の中
から選ばれ制作されたもの、
合わせて28作品をご紹介します。
企画・ディレクション：原研哉

共同企画：Imprint Venture Lab

参加作家：アトリエ・ワン、伊東豊雄、MVRDV、隈研吾、コンスタンチン・グルチッチ、妹島和世、トラフ建築設計事務所、
内藤廣、坂茂、藤本壮介、ライザー＋ウメモト、原デザイン研究所、原研哉

プレスガイダンス
展覧会初日に、下記のとおりプレスガイダンスを行います。
日時＝12月6日
（土）13:00〜（受付12:30より） 場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
内容（予定）＝主催者挨拶、担当学芸員概要説明、作家挨拶、ギャラリーツアー、質疑応答
※詳細は別途お知らせいたします。

Architecture for [

「
] 何か」のための建築

出演＝石上純也
（建築家）
×原研哉
日時＝12月6日(土) 14:00〜16:00 会場＝金沢21世紀美術館レクチャーホール
料金＝無料 定員＝先着80名
（事前予約制）
申込方法＝webお申込フォームより受付中

開催中の展覧会と関連プログラム
ジャパン・アーキテクツ

開催中〜
2015年3月15日（日）

ジャパン・アーキテクツ 1945-2010
「ジャパン・アーキテクツ1945‒2010」はポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館副館長のフレデ
リック・ミゲルー氏を監修・キュレーターに迎え、戦後の日本において大きな役割を果たしてきた建築家た
ちによる150を超えるプロジェクトを考察し、紹介する展覧会です。戦後に焦土化した国土を復興し始め
た1945年から2010年までの65年間を、ミゲルー氏は6つのセクションに分け、各セクションのコンセプ
トに対応するカラー・コードを用いて、戦後日本建築を独自の視点で刺激的に読み解いています。本展は、
日本建築の資料を多数所蔵するパリ・ポンピドゥー・センターからの出品を含め、建築家たちの思考の過程
を示す貴重なオリジナル作品約300点によって、日本における建築家たちの業績を展観します。

本資料に関するお問い合わせ

金沢21世紀美術館 広報担当： 落合・中山
〒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
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開催中〜
2015年5月10日（日）

ジャパン・アーキテクツ

3.11以後の建築
2011年3月11日に起きた東日本大震災は、建築家と建築界に大きな意識の変化をもたらしました。津波の
圧倒的な破壊力に、建築物を強化するだけでは解決できない問題を突きつけられると同時に、人と人との繋
がり、地域と人の関係といったソフト面からのアプローチがいかに大事かを考えさせられたのです。さらに
未曾有の惨事となった原発事故はエネルギー問題に対しての意識と危機感を急激に高め、環境やエネル
ギーとの関係に配慮した設計が、今までに増して切実に求められるようになりました。さらにマクロに見る
と、少子高齢化に向かい、住宅や公共施設がだぶつくと言われるこれからの日本において、建築家がどのよ
うな役割を果たし、どのような未来を描こうとするのか、批判と期待の両方をもって問われるでしょう。こ
うした社会の変化に自分なりの考え方や手法で向き合う25組の建築家の取り組みを紹介します。

12月の教育普及プログラム
キッズスタジオ・プログラム

ハンズオン・まるびぃ!
子どもも大人もいっしょに楽しめるスペースです。いろいろな造形遊びで、工夫と発見を楽しもう！
「素材と遊ぶ」シリーズ2014

中学生〜高校生向けワークショップ

「天然木で腰掛を作ろう
林一平
（2013年度ワークショップより）

みんなで木のごちそうを山分け！」

皆さんの知っているまっすぐの木材も、元々は太い樹の丸太でした。丸太がどのようにして板や柱になっていくのかを製
材所や銘木店で見学し、大きな板（木からもらったごちそう）を分けあって自分だけのミニ腰掛や卓袱台を作ります。
日時＝12月6日（土）、13日（土）、14日（日）10:00〜16:00（※3日間とも要参加）
講師＝林一平（木彫作家）
集合＝金沢21世紀美術館 プロジェクト工房
対象＝中学生〜高校生

参加費＝1,000円

定員＝先着10名（要電話予約 学芸課：076-220-2801）

プレイルーム
日時＝12月7日（日）、20日（土）、21日（日）、23日（火・祝） 13:00〜16:00（自由入場）
場所＝キッズスタジオ
対象＝子どもから大人まで（小さなお子さんは保護者同伴） 料金＝無料

（下はプログラムの例です。内容は日によって変わります。）

かたちであそぼう！
積み木やボタンや毛糸やいろいろ、つんだりならべたりしよう。

キッズスタジオ・プログラム

親子向け情報・休憩スペース
「まるびぃ・すくすくステーション」
キッズスタジオ内にある小さいお子様連れの方をサポートするスペースです。
小さなお子さんとのお散歩やひと休みするスポットとしても、ぜひご活用ください！
開催日＝12月18日（木）までの毎週火木
会場＝キッズスタジオ

10:00〜12:30（自由入場）

対象＝未就学児とその保護者
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料金＝無料
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アートライブラリー・プログラム
開館10周年企画

チラシコレクション

ぼくらのキセキ2004-2014

アートライブラリーでは10年分の展覧会チラシを揃え、金沢21世紀美術館の歴史を振り返りながら、言葉だけでは伝え
られない・感じ取れないそれぞれの展覧会の世界を今一度届けます。
金沢21世紀美術館の新たな歴史に向けて、本展が多くの方にとって魅力再発見の機会となることを願っています。
会期＝開催中〜2015年1月25日（日）10:00〜18:00（金・土曜日は20:00まで）
会場＝金沢21世紀美術館 アートライブラリー
料金＝入場無料

絵本を読もう「キッズスタジオ・プログラム」とともに
絵本の読み聞かせのあと、展覧会を鑑賞しましょう。
日時＝12月23日（火・祝）14:00〜（約40分）
対象＝子どもから大人まで（幼児は保護者同伴） 料金＝無料
集合＝授乳室前（キッズスタジオ横）
読み手＝大西洋子（ライブラリー担当） 造形プログラム＝木村健（エデュケーター）

12月のステージ・イベントプログラム
12月20日
（土）

ベーゼンドルファーを弾く vol.16

鍵盤の響宴

GALA! 10th ANNIVERSARY

21日
（日）

オーバーホールされ金沢21世紀美術館のハウスピアノとして蘇った1962年製ベーゼンドルファーを弾く
シリーズも10年目を迎えました。これまで出演いただいたアーティストの皆さんに敬意を表しつつ、今回
は個性際立つ4組をピックアップ。澄んだ視線で音景色を自在に描く平井真美子。意表をつく振れ幅の広さ
で観客の期待を鮮やかに欺く上野耕路。ドライブの効いた気鋭のトリオ率いる桑原あい。そしてピアノの
“巨人”、大井浩明。10周年にふさわしい多彩なプログラムでベーゼンドルファーのヴァリエーションに富
んだ響きをお楽しみください。
開催日＝12月20日（土）、21日（日）
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
＜出演者＞

全4回公演

※公演時間各回90分（休憩なし）

◇12月20日（土） 開場15:45 / 開演16:00

平井真美子

◇12月20日（土） 開場18:45 / 開演19:00

上野耕路

◇12月21日（日） 開場13:45 / 開演14:00

桑原あい ai kuwabara trio project

◇12月21日（日） 開場16:45 / 開演17:00

大井浩明

＜料金（全席自由）＞
・ シングルチケット
一

般： 前売 2,000円 / 当日 2,500円

友の会： 前売 1,800円 / 当日 2,250円
・ 各回ペアチケット
一

般： 前売 3,600円 / 当日 4,500円

※カフェバーにてドリンク、スイーツ、フードを販売します
＜友の会会員特典＞
・ 友の会会員の方は、美術館内でのご購入時に限り1割引。
（会員証を提示）
・ 優先入場特典があります。開場時間迄にお集まり下さい。
（入場時に会員証提示）
＜チケット取扱＞
・ 金沢21世紀美術館 ミュージアムショップ
平日（月休）
・日 10:00〜18:30

・ 石川県立音楽堂チケットボックス
・ ローソンチケット

TEL 076-236-6072

※窓口販売のみ

金・土10:00〜20:30
TEL 076-232-8632

TEL 0570-000-777
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電話予約 10:00〜18:00

Lコード：56057

窓口販売 9:00〜19:00
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井上道義＆オーケストラ・アンサンブル金沢21世紀美術館シリーズ
music@rt season Ⅷ

12月23日（火・祝）

Merry Marubi Christmas Ⅷ
街中や美術館館内にエンジェルたちの歌声が降り注ぐ、恒例のMerry Marubi Christmas。OEKのメンバー
とOEKエンジェル・コーラスが、2014年を締めくくる聖なるひとときをお届けします。
日時＝12月23日
（火・祝）12：00〜15：00
会場＝金沢21世紀美術館 交流ゾーン ほか
※詳細は決まり次第、
当館ウェブサイト等でお知らせします。

12月の休館日

年末年始の完全閉館期間

1日（月）/ 8日（月）/ 15日（月）/ 22日（月）

12月29日
（月）〜 2015年1月1日（木）

本資料に関するお問い合わせ
広報担当：落合、中山
〒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
※展覧会・イベントの開催時期や内容等は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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