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金沢21世紀美術館 1月のプログラム

1月に開催される金沢21世紀美術館主催の催し、及び年末年始の開館・休館予定についてお知らせいたします。
1月は、5周年記念シンポジウム「ミュージアム・エデュケーション21」を中心に、多彩な催しを開催します。当月の催しの告知・広
報をお願いするとともに、当日の模様などを報道していただければ幸いです。
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5周年記念イベント

開館5周年記念シンポジウム

ミュージアム・エデュケーション21

2010年1月16日（土）
17日（日）

本シンポジウムでは、当館が開館以来取り組んできた教育普及活動を総括し、21世紀の「美術館教育の
可能性」を展望するほか、先進的な活動で注目を集めている国内外の美術館の事例発表や学校教育と社
会教育が交差する現場の事例発表を通じて、鑑賞教育のあり方を具体的に提案します。

会場＝金沢21世紀美術館 シアター21　　料金＝無料　　定員＝150名 (事前申込み不要)

シンポジウム  「美術館教育の現在」　日時＝1月16日(土) 13:00〜18:30 （開場12:30）

13：00-　挨拶 浅香久美子 （金沢市教育委員会教育長）
主催者メッセージ「社会と向き合う美術館」 秋元雄史 （金沢21世紀美術館館長）

13：30-　基調講演「21世紀の市民社会と美術館の役割」
アン＝ソフィ・ノーリング （ストックホルム近代美術館副館長）

15：30-　トーク・セッション
モデレーター 岡部あおみ （武蔵野美術大学教授）
パネラー　　 ヴァンサン・プスゥ （ポンピドゥー・センター国立近代美術館）、

ステファニー・エロー （MAC/VAL（ヴァル＝ド＝マルヌ現代美術館））、
齋正弘 （宮城県美術館）、藤吉祐子 （国立国際美術館）、 不動美里 （金沢21世紀美術館）

事例発表「金沢21世紀美術館の教育普及プログラム」
平林恵、 木村健、 吉備久美子、 鍛冶裕子 （金沢21世紀美術館）

今後のスケジュール　1月25日　１次審査　
1月29日〜2月15日　友の会会員（約2,300人）による人気投票
2月25日　最終審査
3月  1日　最優秀作品結果発表

審査委員　佐藤卓（グラフィックデザイナー）、妹島和世＋西沢立衛／SANAA（建築家）
　　　　　　　秋元雄史（金沢21世紀美術館館長）

トークセッション 「鑑賞教育の現場から」　日時＝1月17日(日) 10:30〜15:00 （開場10:00）

10：30-　講演１「これからの美術館の使命」 長田謙一 （首都大学東京教授）
13：00-　講演２「学びの射程 —美術館と美術教育」 石川誠 （京都教育大学教授）

事例発表１「美術館連携の取り組みについて」 西澤明 （金沢大学附属中学校教諭）
事例発表２《PIKA PIKA PROJECT in KANAZAWA》 木村健、 黒澤浩美 （金沢21世紀美術館）

公開授業  「学校連携プログラム」　日時＝1月15日　13:30〜15:30

金沢大学附属中学校《PIKA PIKA PROJECT in KANAZAWA》鑑賞プログラム
会場：金沢21世紀美術館レクチャーホール及びシアター21

※シンポジウムに先がけて、学校連携プログラムを公開しています。取材・視察ご希望の方は事前にご連絡下さい。
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開館5周年記念事業

金沢21世紀美術館友の会ロゴマーク募集
応募締切
1月8日（必着）

「金沢21世紀美術館と共にある友の会」をテーマに友の会ロゴマークを公募するプロジェクト。
全国から応募作品が集まっています。今後、1次審査→友の会会員による人気投票→最終審査を経て３月
上旬に最優秀作品を決定します。新しいロゴマークは印刷物、ステーショナリー等に使用され“友の会＝
美術館ファンクラブ”の象徴として親しまれる存在となります。
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開催中の展覧会と関連イベント

2010
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Olafur Eliasson Your chance encounter
オラファー・エリアソン −あなたが出会うとき

開催中〜3月22日（月）

開催中〜3月22日（月）

開催中〜4月11日（日）

Olafur Eliasson Slow-motion shadow, 2009
HMI lamps, steel
Dimensions variable
Courtesy of the artist and Gallery Koyanagi, Tokyo
Photo: Studio Olafur Eliasson
© 2009 Olafur Eliasson

キュレーターによるギャラリー・ツアー
日時＝1月9日（土）　11:00〜11:45　集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）　対象＝どなたでも

絵本を読もう
日時＝1月9日(土）、23日(土)　 13:00〜　集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝無料　　対象＝子どもからおとなまで

子どものためのワークショップ1 　「遠い・近いを感じよう！」 （仮称）
日時＝1月31日（日）　10：30〜11：30 / 13：30〜14：30　

料金＝100円　定員＝各回15名　対象＝小学1年生〜4年生

※事前申し込みが必要、各回とも同じ内容です。 詳細は後日発表。

広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”

サタデー・ニット・ワークショップ　「アイリッシュレースのモチーフを編もう」
日時＝1月23日（土）　14:00〜16:00 （受付開始13:30）

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール（活動は展示室13）

料金＝1200円 （材料費）　定員＝先着20名 （定員に達したため、受付を終了しました）

広瀬光治 講演会　「伝統のニットのお話」
編物の伝道師広瀬光治は、様々な国や文化のニットの歴史を伝える活動を展開してきています。
今回は、「伝統のニットのお話」と題して、講演を行います。

日時＝1月16日（土）　13:00〜14:30 （開場12:45）

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール　　料金＝無料（ただし、当日のコレクション展観覧券が必要）

定員＝先着80名 （当日10時より、レクチャーホール前で整理券を配布します）

コレクション展
「shiftー揺らぎの場」

学芸員によるギャラリートーク
日時＝1月9日（土）　14:00〜　集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料（ただし当日有効の観覧券が必要）

1月16日（土）〜
5月30日（日）
デザインギャラリー

ミナ ペルホネン
The future from the past 未来は過去から

デザイナー皆川明により1995年に設立されたブランド「ミナ ペルホネン」。オリジナル・ファブリック
の断片をドレスの形に繋ぎ合わせた立体作品により、仕事の軌跡を紹介しながら、前進し続けるミナ ペ
ルホネンの創造性にスポットをあてます。

料金＝無料

New Exhibition
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12月29日（火）〜2010年1月1日（金）
※12月28日（月）は通常の休館日です。主催展覧会は休場しています。

年末年始の完全閉館期間

年末年始の開館時間・休館日のお知らせ

1月2日（土）、3日（日）
・開館時間　9:00〜18:00
・各展覧会の開場時間 10:00〜17:00 （チケットの販売及びご入場は閉場の30分前まで）
・カフェ・レストラン「フュージョン21」およびミュージアムショップ1、２の営業時間 10:00〜17:30

年始の臨時開館日

12月28日〜2010年1月4日まで休業
来館での入会・更新の手続きやポイントの交換の受付は1月5日（火）以降開始します。
※なお、ポイントサービスのポイント発行は主催展覧会入口にて通常通り行います。

金沢21世紀美術館 友の会の営業について

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」を設けております。この日は、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を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

美術奨励の日　1月9日（土）

1月のシアター21公演

今年話題になった映画「色即ぜねれいしょん」「ウルトラミラクルラブストーリー」の音楽を担当した大友良英氏。
ミュージシャンや舞踏家との即興演奏で知られ、テレビドラマ／CF音楽など映像作品の音楽も手がけるなどその
活動は広範に及びます。近年は美術家とのコラボレーションも多く、2008年にはYCAM（山口芸術情報センター）で
の大規模なサウンドインスタレーション「Ensembles」展を行う一方、障害のある子どもたちとの音楽ワーク
ショップにも力を入れています。第一部では大友氏と関わる音楽家、評論家、アーティストなど総勢100名へのイン
タビューと記録映像により構築した初のドキュメンタリーを上映。第二部では舞台プロデューサー、日本パフォー
マンス／アート研究所代表の小沢康夫氏が大友氏と対談。その実像と創作の原動力に迫ります。

二十一世紀塾二〇〇九 no.2  小沢康夫 × 大友良英

「大友良英を解剖する」

1月9日（土）  15:30開場
16:00開演

 シアター21

料金＝＜全席自由・1ドリンク付＞　前売＝1,500円　当日＝2,000円　

※友の会会員の方は、優先入場特典があります。 開場10分前にお集まり下さい。(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 (TEL 076-236-6072)

　　　　　　　チケットぴあ (Pコード 615-716)、ローソンチケット (Lコード：56883)

親子で楽しめるパフォーマンス第３弾。
誰もが知っている昔ばなしの世界を、個性派アーティストたちがダンスで綴る、大人と子どものためのダンス公演
です。今回の金沢公演は、NHK「サラリーマンNEO」の「テレビサラリーマン体操」などでお馴染みの人気振付家、近
藤良平氏による『ねずみのすもう』の上演です。ダンスの楽しさ、身体表現の豊かな可能性を体感してください。

《子どもと大人のためのダンス》

日本昔ばなしのダンス  「ねずみのすもう」
振付：コンドルズ主宰・近藤良平

1月11日（月・祝）
12:30開場　13:00開演
15:30開場　16:00開演
 シアター21

料金＝＜全席自由＞　一般当日＝2,500円　小学生以下当日＝1,500円　

　　　※前売り券は完売いたしました。公演当日、1時間前より会場受付にて当日券を若干数販売予定。
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第1部：「KIKOE」映画上演(約100分)
第2部：トーク

彩の国さいたま芸術劇場 2006年公演より
© Arnold Groeschel
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