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金沢21世紀美術館10月のプログラム

2 016

2016年10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。

10 月開催の展覧会
10月8日（土）〜
2017年3月20日（月・祝）

工芸とデザインの境目
「工芸」か「デザイン」かー。

プロダクトデザイナーの深澤直人氏を監修者に迎え、
「プロセスと素材」
「手と機械」
「かたち」
「さび（経年変
化）」といった観点から工芸とデザインを見つめ直すことによって、それらの曖昧模糊とした境目を浮き彫
りにします。それと同時に、最先端技術の発達などによって多様化が進む両者の新たな地平を考察します。

講演会「工芸とデザインの境目」
講師＝深澤直人（本展監修）
日時＝10月9日（日）14:00〜15:30
料金＝無料

定員＝80名

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

※定員に達したため申込みを終了しました。

「工芸とデザインの境目」プレスガイダンス
日時＝10月7日
（金）13:30〜15:00
（受付13:00より） 場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
内容（予定）＝館長挨拶、展覧会概要説明、出品作家紹介、展示解説、質疑応答

カタチのたたずまい

※詳細は別途お知らせいたします。

10月8日（土）〜
2017年3月20日（月・祝）

金沢やその近郊で制作をする若手工芸作家4人に焦点をあてた展覧会です。これからの石川の工芸を担う若き作家たちの作品を通して、工芸
における新たな可能性を探ります。

10 月のステージ・イベントプログラム
市民美術の日

10月15日（土）

オープンまるびぃ 2016 —夜も美術館
金沢市が定めた「市民美術の日」に合わせて開催する「オープンまるびぃ2016」は、金沢市民に改めて美術館
様々なプログラム
を知っていただくためのイベントです。金沢市民が無料で主催展覧会を観覧できるほか、
「夜も美術館」
。
昼と比べて人の行き来も落ち着く
をめぐり美術館を楽しむことができます。今年のテーマは
また、
美術好きはもちろん、
美術館を訪れたことがない
夜に展覧会開場時間を特別に21:30まで延長します。
方やしばらく足を運んでいない方々にも楽しんで頂ける様々なプログラムを用意します。
日時＝10月15日
（土）10:00〜21:30
会場＝金沢21世紀美術館 展覧会ゾーン、
プロジェクト工房、
アートライブラリーほか
料金＝無料
（金沢市民は展覧会の観覧も無料／要証明書）

本資料に関するお問合せ

金沢 21世紀美術館 広報担当： 落合・川守
〒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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まるびぃ シネマ・パラダイス！ vol.3

10月1日（土）
・2日（日）

アイ色のシンデレラ
〜フィルムにこぼれる宝石たち〜
今回の「まるびぃ シネマ・パラダイス」では80年代のアイドル映画を一挙上映します。デジタル映像ではな
く、
フィルムでしか味わうことのできない、
アイドルたちの瑞々しい
「色」
を感じてみてください。
上映作品…
「時をかける少女」
「野菊の墓」
「セーラー服と機関銃」
「伊豆の踊子」
「ぼくらの七日間戦争」
日時＝10月1日
（土）
・2日
（日）10:00〜
プロジェクト工房、
アートライブラリーほか
会場＝金沢21世紀美術館 展覧会ゾーン、
料金＝
［1回鑑賞券］ 一般 500円／大学生以下 300円
［フリーパス］一般 1,700円／大学生以下 1,000円
※フリーパスは限定50枚・前売り販売のみ ※大学生以下の方は要学生証提示

監督に突撃！映画製作の舞台裏！
ゲスト＝菅原比呂志（「ぼくらの七日間戦争」監督）
日時＝10月2日（日）15:00〜
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝無料（ただし1回鑑賞券又はフリーパスの半券が必要）

10月8日（土）
・9日（日）

ヴェルテダンス

CORRECTION
Photo: Radek Holes

床に張りついた靴を履いた7人のダンサーが繰り広げるダンス!?
どんなに必死でもがこうと一歩も前へ進むことのできない世界。自由を奪われ、物事を決定する力を奪われ
た状態の中、ダンサーたちは自分の影と必死の格闘を試みます。異色のクラリネット四重奏が繰り出すモダ
ンミニマルな生演奏との絶妙な掛け合いも見所。世界各国の舞台芸術祭で絶賛を浴びる、チェコ共和国のダ
ンスカンパニー、
ヴェルテダンスの初来日公演。
（土）18:00〜、9日
（日）15:00〜 ★両日共終演後アフタートークあり
日時＝10月8日
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝＜全席自由＞
◯シングル券 3,000円
とのセット券 5,000円
（前売のみ）
◯
「HAKANAÏ」
ローソンチケット、
石川県立音楽堂チケットボックス
取扱い＝金沢21世紀美術館ミュージアムショップ、

プレス向け「CORRECTION」公開リハーサル
日時＝10月7日（金）15:00〜15:30

会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
内容（予定）＝衣装を身につけた公開リハーサル & インタビュー取材
※詳細は9/27発信済みです。
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カンパニー・アドリアン M / クレール B

10月15日（土）
・16日（日）

HAKANAÏ
Photo: Romain Etienne

現実と夢幻の狭間にある異次元空間へ―。
夢の世界にインスピレーションを受け、先端技術を駆使して作り上げるつかみどころのない不可思議な空
間に光、映像、音楽がダンサーの肉体とともに交差する。
ITエンジニアであり、ジャグラーでもあるアドリアン・モンドにより生み出されたフランス気鋭のデジタル
アートとパフォーマンスの有機的かつ詩的なマリアージュ。
日時＝10月15日
（土）18:00〜、 16日
（日）15:00〜 ★両日共終演後アフタートークあり
会場＝金沢21世紀美術館 シアター21
料金＝＜全席自由＞
◯シングル券 3,000円
とのセット券 5,000円
（前売のみ）
◯
「CORRECTION」
ローソンチケット、
石川県立音楽堂チケットボックス
取扱い＝金沢21世紀美術館ミュージアムショップ、

プレス向け「HAKANAÏ」公開リハーサル
日時＝10月14日（金）15:00〜15:30

場所＝金沢21世紀美術館 シアター21
内容（予定）＝衣装を身につけた公開リハーサル & インタビュー取材
※詳細は9/27発信済みです。

開催中の展覧会と関連プログラム
コレクション展 2 ダイアリー
同時開催「粟津潔、
マクリヒロゲル 3：粟津潔と建築」

開催中〜

11月27日（日）

ダイアリーとはラテン語の「一日」を指す「diēs」を語源とした、個人的な日記や日誌を意味することばです。
書かれた、あるいは描かれたダイアリーには日々の記録が時間の積層として現れ、そこからは記憶、身体、痕
跡、日常、反復といった要素を読み取ることができます。さらに個人が自らのために記したダイアリーは、パ
ブリックに開かれることで「歴史」の一部ともなり得ます。本展はこうした多様な広がりを持つ「ダイア
リー」というキーワードを手がかりとして、8人のアーティストによる作品を紹介します。また同じコレク
ション展2のなかで、
「ダイアリー」と同時に「粟津潔、マクリヒロゲル3：粟津潔と建築」も開催します。

SUPERFLEX One Year Project
― THE LIQUID STATE / 液相

開催中〜

2017年3月12日（日）

SUPERFLEX は、コペンハーゲン（デンマーク）を拠点に活動するラスムス・ニールセン、ヤコブ・フィン
ガー、ビョルンスティエルネ・クリスチャンセンの3人によるアーティスト・ユニットです。現代社会におい
て、既存の社会制度や枠組みに言及して、生産方式やコミュニティへの働きかけによって公共空間における
新しいシステムを提案しています。今回は金沢21世紀美術館を培養用シャーレに見立て、
「培養」と「発酵」
によってコミュニティを「醸成」するプロジェクトに取り組みます。
展示期間： 4月29日（金・祝）〜11月27日（日）

1DAYラボ（仮）
日時＝10月9日（日）11:00〜18:00

場所＝展示室13

市民からなるプログラム・メンバーが、本プロジェクトをより深く楽しむためのプログラムを実施します。
※詳細は別途お知らせいたします。
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開催中〜

アペルト05

樫木知子 〜Daydream〜

2017年1月9日（月・祝）

京都を主な活動の舞台とする画家、樫木知子（1982年、京都生まれ）。彼女が繊細かつ流麗な描線と透明感の
ある穏やかな色彩によって紡ぎ出す、白昼夢のような幻想的な世界をご紹介します。

《うでピアノ》2015（部分）

10 月のキッズスタジオ・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!
子どもも大人も一緒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！

プレイルーム
日時＝毎週土日・祝 13:00〜16:00（自由入場）※15日（土）、22日（土）は休場
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。）
できるもんね！アートテクニック「スタンピング」

見つけたかたち・スタンプダイアリー
今日の「形の発見」を日記にするよ。ねりゴムを使って、身の回りのものの表面を型取りしてスタンプしよう！
どんなものから、どんな模様が生まれるかな？

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。
小さなお子様とのお散歩や一休みするスポットとしても、ぜひご活用ください！
開催日＝毎週火木 10:00〜12:30（自由入場） ※10月11日（火）は休場
会場＝キッズスタジオ
対象＝未就学児とその保護者

料金＝無料

アートライブラリー・プログラム

絵本を読もう at night「工芸とデザインの境目」とともに
日時=10月15日（土）17:00〜（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（ライブラリアン）
作品案内＝内呂博之（展覧会担当キュレーター）
絵本の読み聞かせのあと、キュレーターと一緒に作品を見に行きましょう。

4

PRESS RELEASE

10

プレスリリース 9月30日配信号

2 016

10 月の休館日
3日（月）/ 11日（火）/ 17日（月）/ 31日（月）

市民美術の日 10 月 15 日（土）
10月15日（土）は「市民美術の日」です。市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢市では10月の金沢こども週間（10月の第2日曜日からそ
の直後の土曜日までの 7 日間）の最終日を「市民美術の日」と定めております。この日に、金沢市民の方は金沢 21 世紀美術館主催の「特別展」及び「コ
レクション展」を無料で観覧できます。さらに金沢市民専用のチケットカウンターを用意し、スムーズにご入場いただけます。

美術奨励の日 10 月 8 日（土）
10月8日（土）は「美術奨励の日」です。市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢21世紀美術館では、
「美術奨励の日」を毎月第2土曜日に設
けております。
「美術奨励の日」は、金沢市民の方が金沢21世紀美術館主催の「コレクション展」を無料で観覧できる日です。総合案内で金沢市民であ
ることを証明できるもの（運転免許証、健康保険証、年金手帳 など）を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

本資料に関するお問合せ
広報担当：落合、川守
〒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。

5

