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自治区
金石大 野
アートプロジェクト

芸 術 計画
2020 年度の予定

金沢 21世紀美術館が、２０１７年より現代美術の領域を超え、「自治」をキーワードに地域との協働・交流を通
じて実験的な活動を行ってきた「自治区」プロジェクト。２０１８年には金石・大野地区を拠点として、「自治区
金石大野芸術計画 ( アートプロジェクト)」をスタートさせました。昨年に引き続き、２０２０年度もアーティスト・
イン・レジデンス（AIR）とパブリック・プログラム（PP）の二つのプログラムを中心に展開します。

ベルリン在住のアーティストユニット 魚住哲宏＋魚住紀代美が金石で滞在制作を開始！
自治区 AIR（アーティスト・イン・レジデンス＝作家による滞在制作プログラム）第４弾のレジデンスアーティスト
として、世界で活躍する魚住哲宏＋魚住紀代美が、２０２０年６月より金石での滞在制作を開始しました。“ 常に存
在しているにもかかわらず、ほとんど気づかれることのない音” に焦点を当てた「まち音企画」を、年間を通して行いま
す。金石でのリサーチを行い、金石と国内外で集めた素材で新作を制作します。

《近日開催のプログラム》
1) まち音企画その１「K 商店街につながる路地」

2）アーティスト・トーク

日程：2020 年 7 月 10 日（金）
、11 日（土）
、12 日（日）

日時：2020 年 7 月 18 日（土） 14:00〜15:30

時間：13:00〜20:00（最終日は 18:00 まで）

会場：金石スタジオ（金石西 2 丁目 17-23）
バス停「金石」から歩いて 5 分、海岸通り沿いです。

場所：金沢市金石西 1 丁目 28-3 尾山自転車商会隣

公共交通機関や徒歩、自転車などをご利用ください。

駐車場はございません。公共交通機関や徒歩、

料金：無料

自転車などをご利用ください。
料金：無料

定員：25 名（予約不要）

主催：金沢 21 世紀美術館

主催：金沢 21 世紀美術館

金石の古い路地でサウンドインスタレーションを行います。

約 1 か月半の金石での滞在制作のご報告と、これからの活動

国内外で採集した日常の断片が光とともにまちの一角に現

計画について作家がお話しします。

れる作品を、ぜひご覧ください！
※貴媒体にて事前告知や当日取材のご協力をお願いいたします。取材をご希望の際は、事前に広報室までご連絡ください。
本資料に関する
お問合せ

金沢21世紀美術館

〒920 - 8509

担当：池田、野中（学芸課）

事業統括：中田（学芸課）、木村（交流課）
広報担当：齊藤千絵、石川聡子、落合博晃

金沢市広坂1-2-1

E-mail: press@kanazawa21.jp

TEL 076 -220 -2814

FA X 076 -220 -2802

ht tp://w w w.kanazawa21.jp
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アーティスト・
イン・レジデンス
（AIR）

参加アーティスト

アーティスト・イン・レジデンス（AIR）とは、アーティストが滞在し、地域の方々とともに活動しながら調査
や制作を進めるプログラム。金沢 21世紀美術館は昨年アーティストとともに金石・大野に新しい AIR の拠点
「金石スタジオ」を作りました。アーティストと地域コミュニティが連携・協働することで、双方に刺激的な化
学変化を誘発し、新しい「何か」が生まれるきっかけとなります。
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AIR ４：

魚住哲宏＋魚住紀代美
滞在期間：2020 年 6 月 2 日〜７月19 日、
2021年春
魚住哲宏
1980 年愛知県生まれ

魚住紀代美
1981年和歌山県生まれ
2004 年から共同制作をはじめ、2007 年より活動拠点をベルリンに移す。2018 年の東アジア文化都市
2018 金沢で開催された「変容する家」に参加し、野町にある古い一軒家を使用した作品を発表。国内外の
レジデンスに参加し、その場で出会った物や音を拾い集め、再構成する作品を多く制作している。
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AIR 5：

Co. 山田うん
滞在期間：2020 年 8 月下旬（予定）
コンテンポラリーダンスのパフォーマーであり、振付家
の山 田うん 率いるダンスカンパ ニー「Co. 山 田うん」
が、金石地区に滞在し、新作に向けた公開稽古などを
行います。

© Naoshi Hatori

AIR 2：
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ムン・キョンウォン＆チョン・ジュンホ
滞在期間：2020 年秋頃（予定）
2018 年度より金石で滞在制作を行ってきた韓国出身の
アーティスト、ムン& チョン。金石を舞台に制作した映
像作品の完成に伴い、上映会を行います。
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パブリック・
プログラム
（PP）

「まち」、「にわ」、ワークショップを基軸として、地域の人たちや参加者と一緒に金石・大野地域を楽しむた
めのプログラムを実施します。

① まち部
金石・大野地域の歴史や文化を知るためのリサーチ、また、県外
で地域に関する様々な活動をする方のレクチャーなどを行います。

５

トークセッション

江口宏志（mitosaya 薬草園蒸留所）
秋頃（予定 )

千葉 県 大多喜町で閉園した薬草園を利用し、ボタニカルブラン
デーを造る「mitosaya 薬草園蒸留所」を設立した江口宏志さん
にお話を伺います。

② にわ部
６

地域の皆さんと遊べる「庭」のような畑を金石スタジオ横に作りま
した。今年度も、コミュニティを越えて緩やかに人が集まり、参
加者それぞれが「やってみたい」
「つくってみたい」ことを自由に試
せる場所をつくっていきます。

「週末屋台」企画

６月中旬〜

スタジオの外に週末限定の屋台を作ります。店主になってみたい
方を募集します。

③ はま部
ワークショップを中心に、浜で遊ぶためのプログラムを行います。
野焼き、その他、音楽イベントも計画中です。
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これまでの
滞在アーティスト

AIR１： 田口行弘（ベルリン在住）
７

2018 年 9月~11月
１980 年大阪府生まれ。東京藝術大学美術学部油画専攻卒業。2005 年より
ドイツ・ベルリンに活動の拠点を移す。ドローイング、パフォーマンス、アニ
メーション、インスタレーションが渾然一体となった「パフォーマティブ・イン
スタレーション」で注目を浴びる。公共空間において他者との関わりを誘発す
る作品は高い評価を得ている。Kunstverein Arnsberg（2015 年、アルンス
ベルグ、ドイツ）などドイツ国内での個展開催のほか、
「in your heart and
in your city」
（2016、KØS Museum of Art in Public Spaces、ク ー エ、
デンマーク）
、
「Open ART Biennale 2017」
（エレブル、スウェーデン）など
世界各地での国際展やグループ展への参加。2018 年 9月より11月にかけて金
石地区に滞在し、地域住民との交流を通して金石海岸に作品を制作した。

AIR2： ムン・キョンウォン＆チョン・ジュンホ（韓国）
2019 年 2 月〜3 月、7月〜８月
ムン・キョンウォン MOON Kyungwon 1969 年ソウル（韓国）生まれ
チョン・ジュンホ

JEON Joonho

1969 年釜山（韓国）生まれ

ムン・キョンウォンとチョン・ジュンホによるデュオ。学際的なプラットフォームを作ることに焦点を当てた共
同プロジェクト「News from Nowhere」を活動の中心とする。最初のサイトスペシフィックな共同作品を
2012 年のドクメンタで 発 表。主な個展に 2013 年「News from Nowhere」シカゴ美術館附属美術大学、
2015 年ミグロス現代美術館 ( チューリッヒ)、「The Ways of Folding Space & Flying」ヴェネチアビエン
ナ ー レ 韓 国 館、2017年「Freedom Village」ス カ イ・ザ・バ ス ハウ ス（東 京）、2018~2019 年「News
from Nowhere」テート・リバプールなどがある。金 沢 21世 紀 美 術 館では、2018 年東 アジ ア文化 都 市
2018 金沢「変容する家」、2019 年開館 15 周年記念「現在地：未来の地図を描くために [1]」に参加。

AIR3： 田口行弘、キアラ・チッカレッロ(ベルリン在住)
2019 年 8 月〜11月
田口行弘
2018 年 9 月〜11月に金石に滞在し、漂流物を集めて浜に「居場所」を制作した田口が、2019 年の８月〜11
月にかけてパートナーのキアラ・チッカレッロとともに金石地区に滞在。かつて二人がベルリンで建てた小屋
の資材を活用し、新たな居場所を制作するプロジェクト「Discuvry in Kanaiwa」に取り組んだ。
キアラ・チッカレッロ
イタリア・シチリア島生まれ。カターニア大学建築学修士。ヴィンチェンツォ・ベッリーニ ミュージック・イン
スティテュートピアノ科卒業。2012 年にベルリンに移り、建築家として働く。ドローイングとイラストレー
ションを中心に制作を続け、ドイツやイタリア、日本でも展示しており、作品は単なるイメージを越えて越え
て、個々が抱える物語が重なり合い、描き出されている。ベルリンでの「discuvry」、金石での「Discuvry
in Kanaiwa」プロジェクトで、田口行弘の共同製作者として、構造設計や意匠等の面から関わっている。

広報用画像

画像1〜8 を広報用にご提供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。
画像お申し込みフォーム ▶ https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/
［使用条件］
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、
レイアウトにご配慮ください。
※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。
※アーカイヴのため、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録の DVD、CD などをお送りください。
以上、ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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