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交 流事業：アーティスト・イン・レジデンス プログラム

A I R21:カナザワ・フリンジ2016
第1期公開イベントのお知らせ

2016年6月11日（土）〜9月11日（日）
【第1期】 6月11日（土）〜19日（日）
【第2期】 7月23日（土）〜31日（日）
【第3期】 9月3日（土）〜11日（日）

金 沢 21世 紀 美 術 館を 飛 び 出し 、金 沢の 課 題 、人 、場 所に 取り組 む
イベント名

AIR21:カナザワ・フリンジ2016

期間

2016年6月11日（土）〜9月11日（日）

会場

金沢21世紀美術館 シアター21ほか金沢市街

料金

無料

主催

金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］、NPO法人金沢アートグミ、山田企画、Kapo、Suisei-Art

お問合せ

取材申込み／問合せ先

金沢21世紀美術館 交流課 TEL 076-220-2811

金沢21世紀美術館 広報担当：川守（広報室） 事業担当：黒田（交流課）
〒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

PRESS RELEASE

概要
AIR21: カナザワ•フリンジは、金沢21世紀美術館を飛び出し、アートな視点で金沢の課題、人、場所に取り組むアーティスト•イン•
レジデンス（滞在制作）プログラムです。2015年に「Museum x KNZ Fringe〜街と、人と、出会う」として実施し、2016年に「AIR21:
カナザワ•フリンジ」と改名。
本年は6月から9月にかけて、5人のディレクターが国内外より招へいするアーティストやクリエイターとともに7つのリサーチプ
ロジェクトを実施します。そこで得られた収穫をもとに、2017年に新作の滞在制作を実施するプログラムへと繋げていきます。
＊「フリンジ」は周縁を意味します。ここでは国内外から招へいするアーティストが、街や人の多様なフリンジと出会い、共に新作を創作する活動を表
します。街・人との出会い（meeting）→視点や価値観の再提起（proposal）→創作活動の実行（action）→アーティスト・街・人の緩やかな変化（change）
といった創造的な循環スパイラルを積み重ね、金沢が創作活動の拠点（hub）となることを長期的な目標にします。

「AIR21:カナザワ・フリンジ」の指標

ディレクター / スタッフ

① アーティストが金沢で新作を滞在制作する。

ディレクター：

② 新作は何らかの「社会的な気づき（social awareness）」や「社会と

黒田裕子（金沢21世紀美術館 交流課

の関わり
（social involvement）
」
を喚起する内容を含む。

プログラム・ディレクター / コーディネーター）

③ 作品の形態やメディアは問わないが、パフォーマンスの要素が

上田陽子（金沢アートグミ）

あり、観客や参加者がクリエイションの過程や本番で能動的に

山田洋平（山田企画）

関わる要素があること。

齋藤雅宏（Kapoディレクター）

④ 会場は街中のあらゆる場所。

中森あかね（Suisei-Art）

⑤ 新作は良いクオリティ作品であること。

ドキュメンテーション： オノマトペ

第1期公開イベント
リサーチ no.5
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「トレース、そして発見」プレゼンテーション
アーティスト： マークサーチ marksearch
ディレクター： 中森あかね（Suisei-Art）
［日時］2016年6月15日(水) 19:00〜20:30
［会場］金沢21世紀美術館シアター21
［料金］入場無料
『だれが世界の記憶を蓄積するのか』
『伝統はどうやって世代を超えて時代に受け継がれていくのか』
『コミュニティの違いによって、社会的記憶がいかに健全に変容するのか』

WE Riders , Oakland, CA, 2005-06

この三つの命題について、インタビューなどを通して土地の伝承を探り、人々の町に対する認識の違いについて調査する『コミュニティ・ク
ロッシング』プロジェクトなど、彼らが行ってきたこれまでのプロジェクトを紹介し、今後の金沢でのリサーチ内容についてお話しします。
marksearch.org
＊マークサーチは2016年度の日米芸術家交換プログラム(日米友好基金主催・国際文化会館支援)のフェローとして来日しています。

マークサーチ/ marksearch
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カリフォルニア、オークランドを拠点に活動する二人組のアーティスト、スー・マークとブルース・ダグ
ラス。ローカルな町の歴史を掘り下げ、町の歴史と人とをつないでいく参加型のプロジェクトを行って
いる。手作りのツールを自転車につなげて、街角の公園や旅先で「店開き」。時には携帯電話のチャージ
を手動で行えるテーブルを作り、テーブルでの会話が「携帯電話」という新しい通信ツールと比較して、
より確かなコミュニケーションになっていることをソフトに皮肉る、Power Call(2015)や、カリフォ

ブルース・ダグラス
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ルニアの移民の歴史について、人種の違うそれぞれの小さなコミュニティにインタビューし、集まった
それぞれが抱えている物語を通して、
「埋蔵されているわが町の歴史」を捉え直し、現在の町に対する見
方を変容させるようなプロジェクトCommunities’ Crossing(2013-2015)を行っている。

スー・マーク
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リサーチ no.7
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「We Have to Talk About Cancer（がんについて語ろう）」
アーティストトーク＆デモンストレーション
アーティスト： ブライアン・ロベール / Brian Lobel
ディレクター： 黒田裕子（金沢21世紀美術館）
［日時］2016年6月17日（金）19:00〜21:00
［会場］金沢21世紀美術館シアター21
［対象］どなたでも
Fun with Cancer Patients / ブライアン・ロベール

［料金］入場無料

ブライアン・ロベールは自身のがん体験を経て2003年より病気、健康、ガン、患者体験、医療といった様々なテーマを扱った作品を制作して
います。今回はブライアンが10年越しで展開しているFun with Cancer Patientsプロジェクトについてプレゼンテーションとデモンスト
レーションを行い、がんをテーマに創作したパフォーマンスや医療の現実、文化的な背景についてお話しします。皆さんと一緒に話しをした
り、聞いたり、考えたりすることで、患者、医者、病との関わりについて新たな気づきを得られることを願っています。
協力：がんとむきあう会

リサーチ no.7
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「Let Me Hear Your Body Talk（身体のこえを聴こう）」
ワークショップ
アーティスト： ブライアン・ロベール / Brian Lobel
ディレクター： 黒田裕子（金沢21世紀美術館）
［日時］2016年6月18日(土) 14:00〜16:00
［会場］金沢21世紀美術館シアター21
［対象］アーティスト、医療従事者はじめ、どなたでも
［料金］入場無料
このワークショップでは、ふだん他者の身体を見つめる専門家であるアーティストや医療従事者が、そのスキルを使って自分自身の身体を
逆観察することを試みます。ブライアン自身、体調が良いときも悪いときも、壊れそうなときも、淋しくて愛情が必要なときも、自分の身体と
向き合って作品づくりを行ってきました。その体験を参照しながら、参加者は振り返りやグループディスカッションを通して自分の身体と
の関係を改めて見つめ直すことが、自身のアーティスト活動や医療活動などにどのように反映されるのかを探ります。
協力：がんとむきあう会

ブライアン・ロベール/ BRIAN LOBEL
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ブライアン・ロベールはアーティスト、学校の教師、そして研究者としての多彩な顔を持ち、メディカ
ル・ヒューマニティーズ（医療人文学）及びサイコオンコロジー（精神腫瘍学、がん治療における心のケ
ア）の分野において画期的な活動を行っている。彼の代表作『BALL & Other Funny Stories About
Cancer』はFun with Cancer Patiens を始めとするがん患者の闘病生活を扱うパフォーマンスシリー
ズで、過去10年間、世界をツアーし続けている。現在、ウェルカム・トラスト社会活動奨学金のフェロー
（2014-16）であり、また英国・チチェスター大学演劇コースの専任講師、
「パフォーミング・メディス
ン」プログラムのメンバーアーティスト、そしてアーティスト主導型コミュニティ「フォレスト・フリン
ジ」の中心メンバーアーティストである。医療に限らずほかのテーマを主題とする作品は米国、カナダ、
英国、ポルトガル、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、フィンランド、ノルウェー、スイス、南アフ
リカ、マレーシア、香港、タイ、日本など世界各国で上演されている。www.blobelwarming.com

※ほか、公開イベントは順次発表します。
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Photo : Christa Holka
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7つのリサーチと5人のディレクター
リサーチ no.1
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「KANAZAWA妄想レストラン TEI-EN〜異文化として捉える金沢
の食〜」
ディレクター：上田陽子（金沢アートグミ）
食の巨人 稲田俊輔氏を招へいし、金沢の素晴らしい食文化を改めて実地調査します。フレ
ンチ、イタリアン、エスニック等様々な国や地域の食文化と金沢のそれを組み合わせたレ
ストラン「TEI-EN」を開店させるという“妄想”の下、新しい料理を提案します。6月から9月
にかけての実地調査レポートの公開や、
「TEI-EN」のメニューブックの作成、試食会、少人数
限定の食事会を開催致します。
稲田俊輔…京都大学経済学部卒業後、食品メーカー勤務を経て料理の道へ。フレンチ、和食、エスニック
と幅広い飲食店の業態開発やレシピ開発を手がけている。現在、食文化論に関する初の著書を執筆中。

◯ スケジュール（予定）
6月6日〜7日

食べ歩きリサーチ&ウェブレポート

7月23日〜31日 食べ歩きリサーチ&ウェブレポート、メニュー内容決定
9月3日〜11日

食事会、統括イベント開催

協力：四井雄大 / 住人の振る舞い

リサーチ no.2

「WE HAVE NEVER“STAYED”−滞在制作をめぐる対話」
ディレクター：上田陽子（金沢アートグミ）
アーティスト、アクティビスト、キュレーターたちを招へいし、既存のアーティスト・イン・
レジデンスでの「ホスト/ゲスト」関係の固定化によらない関係性のもと、滞在制作をめぐっ
てのクロストークを開催。彼らの対話から立ち現れる複数化した「アーティスト・イン・レジ

Map data © 2015 Google

デンス」。そこから「滞在制作」についての新しい視点が生まれるはずです。さて、私たちはど
こに
「滞在」
しているのでしょうか。
◯ スケジュール（予定）
7月22〜23日 作家金沢リサーチ
7月24日（日） トークイベント「滞在制作をめぐる対話−私たちはどこに「滞在」しているのか」
登壇者：居原田遥、住康平、長谷川新、𡈽方大

リサーチ no.3
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「アーティストと社会」
ディレクター：山田洋平（山田企画）
このリサーチは社会的マイノリティ（少数派）である『アーティスト』
（※１）を社会とエンゲ
イジ（関連）させるためのアートプロジェクトです。2017年度のAIR21: カナザワ・フリンジ
に金沢を拠点とするアーティストが創作を発表する『場』をカフェなどの会社・企業に設定
し、作品の『選出』をその場のオーナーが行う『OFF AIR21(仮題）』の開催を目指します。
※1 本企画においては時間芸術のアーティストに限定しています。

◯ スケジュール（予定）
5月25日〜9月1日

アーティストインタビュー

6月10日〜8月1日

企業・会社リサーチ
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リサーチ no.4
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（仮題）
「日本におけるソーシャリー・エンゲイジド・アートの可能性」

ディレクター：齋藤雅宏（Kapoディレクター）
“アーティスト・イン・レジデンス”とは何か。
アーティストが社会に関わること。街の人がアートに出会うこと。美術館やアートスペー
スはそこで何ができるのか。
今日の日本におけるソーシャリー・エンゲイジド・アート（社会関与型アート）の可能性に
ついて探っていきます。国内外の事例を紹介しながら、アートの社会関与の可能性を参加
者と協働して考える機会とします。
◯ スケジュール（予定）
7月

レクチャー＆ダイアローグ

9月

レクチャー&ワークショップ

リサーチ no.5

「マークサーチ/marksearchをリサーチする？」
ディレクター：中森あかね
（Suisei-Art）
オークランド、カリフォルニアを拠点に活動するマークサーチのブルース・ダグラスと
スー・マークは自身を会話アーティストと呼び、消滅寸前の地方の歴史と人との多面的な
絆をみつけ、コミユニティと協力しながら徹底的なリサーチを元に、個人史に密接にかか
わったパブリックプロジェクトを行っています。2016年度の日米芸術家交換プログラム
（日米友好基金主催・国際文化会館支援）のフェローとして5月から半年間日本各地に滞在
し、社会的記憶（時間をまたいで伝えられる集合知）創出を促し、地方の田舎を巡りいかに
伝統の芸術や建築が人々の生活とともにあるか、あるいは時代とともに変わったかを調べ
る予定です。また、地方の小規模なアーティスト・イン・レジデンスプログラムがローカル
とグローバルなレベルでどのような意味をもつのか考察します。AIR21:カナザワ・フリン
ジ2016では、初来日の彼らが5月から8月まで金沢に滞在し、金沢の町家建築、工芸などの
現状をどのような手法で探っていくのか、
「 マークサーチ」の実践を俯瞰して追いかけ、リ
サーチを試みます。
◯ スケジュール（予定）
5月21日〜8月上旬

私設図書館

6月15日（水）

これまでの活動のプレゼンテーション

山鬼文庫に滞在

7月30日または31日

ワークショップ
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リサーチ no.6

（仮題）
「路上にて / 新人Hソケリッサ！」
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ディレクター：中森あかね
（Suisei-Art）
ダンサー・アオキ祐キ、路上生活者、元路上生活者で構成されたダンスを中心とした肉体表
現を行うパフォーマンスグループ「新人Hソケリッサ！」。金沢市内の路上やショップなど
でパフォーマンスを行い、人々の反応をリサーチ、大都市ではない金沢の街で、地元の
ミュージシャンやオーガナイザー、路上に通りがかった人々との関わりがいかに可能なの

Photo: 青木カオリ

かを探ります。
◯ スケジュール（予定）
9月5日〜10日

私設図書館

9月5日（月）

路上ライブ

山鬼文庫に滞在

9月6日（火）

ライブ with 寺尾紗穂・石川征樹

9月7日（水）

路上ライブ

9月8日（木）

金沢在住のアーティストやダンスパフォーマー、アーティスト達とのトークセッションとライブ

9月9日（金）

ダンスワークショップ

9月10日（土）

統括イベント

リサーチ no.7

「Fun with Cancer Patients 金沢ver.」
ディレクター：黒田裕子（金沢21世紀美術館）
ブライアン・ロベールは自身のがん体験を経て2003年より今日まで病、健康、患者体験、医
療といったがんを主題とする様々なテーマを扱った作品を制作しツアーするFun with
Cancer Patientsプロジェクトを展開しています。社会的•文化的背景の異なる日本、そし
て金沢で、患者、医療従事者、家族、サポーターの方々と出会い、議論やワークショップを重
ねながら、2017年のAIR21: カナザワ•フリンジでの展開を探ります。

Fun with Cancer Patients / ブライアン・ロベール

◯ スケジュール（予定）
6月13日〜19日
6月14日（火）

金沢に滞在
がんとむきあう会とのミーティング

6月17日（金）

「We Have to Talk About Cancer」アーティストトーク＆デモンストレーション

6月18日（土）

「Let Me Hear Your Body Talk」ワークショップ

協力：がんとむきあう会

広報用画像
画像1〜10を広報用にご提供いたします。

＜使用条件＞

ご希望の方は下記をお読みの上、下記へお申し込みください。

※トリミングはご遠慮ください。画像が切れたりキャプション等の文字が

金沢 21 世紀美術館 広報担当/川守(広報室)

かぶったりしないよう、レイアウトにご配慮ください。

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1

※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。

TEL 076-220-2814

※アーカイヴのため、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVDなどをお送

FAX 076-220-2802

http://www.kanazawa21.jp

りください。

E-mail: press@kanazawa21.jp

以上、ご理解とご協力を頂けますようお願い申し上げます。
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