３ 工 房
合同企画

観る！創る！楽しむ！
「名画座げいじゅつむら
（仮）
」
８月下旬開催決定！

金 沢 市 民 芸 術 村アクションプラン

イベント情 報

ACTION !

昨年は
「おばけ」
をテーマに大好評を博した３工房合同企画。
普段は演劇・音楽・美術とそれぞれ違うジャンルで活動している工房ディレクター
が力を合わせて皆さんの思い出に残る、
夏休みの楽しいイベントをお届けします。
今年のテーマは、
『映画』
。
芸術村の可能性を広げる企画に挑戦します。

2019.4 → 2019.9

入ったことのない工房もこの機会にぜひ体験してみてくださいね♪乞うご期待！

日程：８月下旬 会場：金沢市民芸術村 (PIT1〜5)
※ 詳細はチラシやウェブでお知らせします。

vol.

3

芸術村インスタグラムはじめました。
金沢市民芸術村では SNS「インスタグラム」を活用して、市民ディレクターが企画運営する
アクションプラン事業のイベント情報を発信していきます。
アカウントは
「geijyutsumura」
。
インスタグラムをご利用の方はフォローよろしくお願いします。
インスタグラムをご利用では
ない方もご覧いただけます。
ぜひチェックしてください。

インスタグラム アカウント geijyutsumura

芸術村アクションプラン
www.geimura.com

芸術村フェイスブック

芸術村インスタグラム
www.instagram.com/geijyutsumura/

www.facebook.com/geijyutsumura/

大豆田大橋
金 沢 市 民 芸 術 村 アクションプ ラン

アクションプランとは、ドラマ・ミュージック・アートの3工房の市民ディレ

中橋

クターが企画・立案する金沢市民芸術村の主催事業です。市民が芸術文化に触

金沢市民芸術村

れる機会の提供、次代を担う若者への支援事業、市民への啓発事業を通して、
金沢市の新しい芸術文化創造の育成に寄与することを目的に実施しています。

金沢 駅

六枚
御影大橋
元車

〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
TEL 076-265-8300

芸術村アクションプラン

坊
金沢城公園

片町
犀川

金沢市民芸術村

香林

犀川大橋

FAX 076-265-8301

http://www.artvillage.gr.jp

金沢 21 世紀
美術館

http://www.geimura.com

兼六園

〈 アクセス 〉
○バス 「武蔵ケ辻・近江町市場」発「香林坊」経由
「新金沢郵便局」行「大豆田」
バス停下車 徒歩5分 ※予め時刻をご確認の上ご利用ください。
○車

北陸自動車道「金沢西IC」
から約10分

○徒歩 金沢駅または片町交差点から約15分(約２km)
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表紙写真：「手づくり楽器をつくろう ＆ドラムサークル for キッズ」（平成30年7月22日開催）

ART

アート工 房

シルクスクリーン ワークショップ

オリジナルTシャツをつくろう！

手描きイラストでオリジナルデザインのTシャツをつくる
人気のシルクスクリーンワークショップ。

ワークショップ

オリジナルキャンドルをつくろう！

子どもから大人まで楽しめる手づくりキャンドルをつくるワ
ークショップ。
自分だけのオリジナルキャンドルをつくろう！

第1回：4月20日(土) 10 : 00〜16 : 00
第2回：5月18日(土) 10 : 00〜16 : 00

6月8日(土)
A組10 : 00〜11 : 30／B組13 : 30〜15 : 00

会場：PIT5 アート工房

会場：PIT5 アート工房

受付：各回開始15分前

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
定員：各回先着20名

参加費：1,000円(Tシャツ代含む)

申込：芸術村窓口のみ ＊要事前申込み

受付：各回開始15分前

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
定員：各組先着20名

参加費：500円 ＊要事前申込み

100万人のキャンドルナイト
in 金沢市民芸術村

夏休みものづくり教室

木々の名札をつくろう

夏至の夜に芸術村広場を幾千ものキャンドルの灯りで彩

アート工房がお送りする夏休みの工作教室。芸術村広場

り、
音楽を楽しんだり、
ゆったりとお過ごしください。

なの作った名札が残るよ。

る恒例のイベント。幻想的な灯りを眺めながら語り合った

6月22日(土)

19 : 00〜22 : 00

会場：PIT3 オープンスペース・屋外広場
入場無料

の木々の名札をつくるワークショップ。芸術村広場にみん

7月27日(土)

13 : 00〜16 : 00

会場：PIT5 アート工房

受付：開始15分前

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
定員：先着20名

申込：芸術村窓口 または アクションプランウェブ

参加無料 ＊要事前申込み

申込：芸術村窓口 または アクションプランウェブ

子どもから大人まで
楽しめる企画がもりだくさん。
夏は縄文人シリーズ３連発！

お楽しみに！

縄文人シリーズ

縄文土器をつくる

炎のような形をした火焔型土器に代表される縄文土器。
縄文時代に思いを馳せ大胆な造形の器づくりをします。

8月3日(土)

13 : 00〜16 : 00

会場：PIT5 アート工房

受付：開始15分前

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
定員：先着20名

参加費：1,000円

申込：芸術村窓口 または アクションプランウェブ

＊要事前申込み

縄文人シリーズ

土偶をつくる

縄文人シリーズ

みんなの縄文展

縄文時代の人々が作り出した摩訶不思議な焼き物「土偶」

ワークショップ
「縄文土器をつくる」
「土偶をつくる」
の参加

8月4日(日)

にも縄文にまつわるコトを企画中です。
お楽しみに！

づくりに挑戦します。

13 : 00〜16 : 00

会場：PIT5 アート工房

受付：開始15分前

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
定員：先着20名

参加費：1,000円

申込：芸術村窓口 または アクションプランウェブ

＊要事前申込み

＊
「縄文土器をつくる」
「土偶をつくる」
で制作した作品は、野焼きした後に
「みんなの縄文展」(9月)で展示します。作品は展示終了後にお渡しする予定です。

者の作品や作家さんたちの縄文作品を展示します。
その他

9月21日(土)〜23日(月・祝)
会場：PIT5 アート工房

10 : 00〜18 : 00

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
入場無料

DRAMA

演劇の楽しさお届けします☆

ドラ マ 工 房

舞台技術者養成講座
ドラマ工房は利用者がお互い協力し合って利用、管理する施設です。
そ

1
2
3
4

のため皆さんがいつも安全、
きれいにドラマ工房を利用できる為に免許

演劇を通して、人が育つことをめざします。

が必要となります
（１年毎更新必要）。免許には
「施設（必修）」
「綱元（新

市民の皆さんがもっと演劇に触れる機会をつくります。

規希望者のみ必修）
「照明」
」
「音響」
の4種類があり、
毎年春と冬の２回、

演劇を通して、
行政・企業・市民が、
よりよいパートナーになることをめざします。

んの先輩方が親切に指導にあたります。
ドラマ工房利用予定の方はもち

未来の公共ホール
（劇場）
の姿を提案します。

受講することができます。
それぞれ第一線で活躍されているプロや、皆さ

ろん、
照明や音響に興味のある方の受講を是非お待ちしております。

新規免許希望者講座
かなざわリージョナルシアター2019
「げきみる」

● ガイダンス
《必修講座》

今年も、
かなざわリージョナルシアター「げきみる」
を開催します！

[春] 5月20日
（月）

[冬] 1月20日
（月）

19 : 00〜22 : 00

綱元

[春] 5月25日
（土）
・28日
（火）どちらか１日
[冬] 1月28日
（火）

19 : 00〜22 : 00

※ガイダンス
（施設・綱元）
を受講しなければ、他の講座を受講しても免許を発行することができませんので充分ご注意ください。
※春の綱元講座は2日間のうち、
どちらか希望日の受講です。

金沢地区で活動するカンパニーが連続公演を行います。
ご来場の

皆さんが、
もっと演劇に触れて楽しんでいただけるよう、託児所や

施設

車いす席を設置したり、
ワークショップやバックステージツアーを

● 照明講座

[春] 5月29日
（水）〜5月31日
（金） [冬] 1月29日
（水）〜1月31日
（金） 19 : 00〜22 : 00
▢ 講師：宮向隆
▢ 定員：12名

す。好評を頂いております、
「げきみる」関連事業の
「劇評講座」
も

● 音響講座

[春] 5月21日
（火）〜5月24日
（金） [冬] 1月21日
（火）〜1月24日
（金） 19 : 00〜22 : 00
▢ 講師：吉村建彦
▢ 定員：20名

行ったり、
さらには各劇団によってさまざまな試みも実施されま
継続して行います。

詳しくは今後発行予定のリーフレットや芸術村アクションプランブ

受講料

ログ等をご覧ください！

応募締切

10月〜12月
会場：PIT2 ドラマ工房

対象：県内の高校演劇部員

● 高校生のための舞台技術講座
（7月）

● 施設講座
《必修講座》 [春] 5月26日（日）

[春] 5月27日
（月） [冬] 1月27日
（月） 19 : 00〜22 : 00
▢ 講師：宮向隆
▢ 定員：18名

● 照明講座

[春] 5月26日
（日） [冬］1月26日
（日）
▢ 講師：宮向隆
▢ 定員：18名
①9 : 30〜12 : 00 ②12 : 30〜15 : 00 ③15 : 30〜18 : 00
※時間帯を１つ選択して受講していただきます。

● 音響講座

[春] 5月25日
（土） [冬] 1月25日(土）
▢ 講師：吉村建彦
▢ 定員：20名
①10 : 00〜12 : 00 ②13 : 00〜15 : 00 ③16 : 00〜18 : 00
※時間帯を１つ選択して受講していただきます。

※必修ではありません

技術免許取得者）
のメンバーが、初心者でもわかりやすく親切に

● 高校演劇アウトリーチ
（12月）

[冬] 1月26日
（日） 19 : 00〜22 : 00

● 綱元講座

音響・照明についてドラマ工房で活躍しているP-TEC（ドラマ工房
指導にあたります。

[春]は5月8日
（水）、[冬］
は1月9日
（木）
までに所定の用紙にご記入の上、
FAXか郵送でお申し込みください。

更新免許希望者講座

料金：一般1,000円、高校生以下500円

未来の演劇人育成事業

１講座につき500円

地元演劇人やテクニカルスタッフが県内の高校演劇部に出向き、
演劇の基本講習を行います。

● バージョンアップ高校演劇
（3月）

中部地区で活躍する高校演劇指導者を講師にお招きし、

受講料

１講座につき500円

応

昨年度に免許を取得・更新された方へご案内を郵送いたします。
ご記入の上、郵送でご返送ください。

募

劇作・演出・演技などのワークショップを行います。

※都合により、各催事の日程や内容を変更する場合があります。予めご了承ください。

MUSIC ミュージック工房

芸術村フルートキッズ（通年）

ジュニアコーラスワークショップ
（通年）
「金沢をうたおう」

ふだん着ティータイムコンサート
vol.22

小学校４・５・６年生を対象としたフルート講座です。
プロ

小学校２年生〜高校生を対象とした合唱講座です。音楽・

オーケストラ・アンサンブル金沢が芸術村にやってくる！子

の講師陣が基礎から丁寧に指導します。年度終わりの発

合唱の基礎を楽しく本格的に学ぶワークショップです。石

どものためのコンサートでは、大人気の指揮者体験コーナ

表会のほか、外部でのボランティア演奏も予定しています。

川や北陸ゆかりの作品に触れ、
ふるさとの良さを再発見す

ーでキミも指揮者になろう！室内楽コンサートではOEKメ

フルート演奏〜音楽を通して可能性を広げ、
ステキな仲間

る活動にも取り組みます。
また、合唱指揮・伴奏ピアノのワ

ンバーがお気に入りの曲をセレクトし、
この日だけのスペシ

を作りませんか？

ークショップ
（対象は大人まで）
も予定しています。

ャルアンサンブルでお届けします。

2019年4月〜2020年3月

2019年４月〜2020年３月

5月26日(日)

主に土曜または日曜の午前中
（月２回程度）

主に土曜の午後（月３回程度）

14 : 00〜 子どものためのコンサート（PIT3 オープンスペース）

受講料：2,500円／月
（前後期分納制）

アクションプラン×影絵でお話クラシック
“シェヘラザード”
影絵でお話クラシックは０才から入場できる音楽劇。笑っ
たり、驚いて声を出しても大丈夫！間近で音楽や影絵を楽
しもう！クラシック音楽と影絵でおくる名作をお楽しみに♪

7月27日(土)

①11 : 00〜

②14 : 00〜（２回公演）

大人2,000円
（当日500円増） 高校生以下無料
会場：パフォーミングスクエア

出演：OTOBAKO

受講料：2,500円／月
（年間３期分納制）

コラボレーションシリーズ vol.6
音楽舞台劇
「触覚の宮殿」
金沢市民芸術村レジデントアーティストが参加するシアタ
ーE9京都との交流制作公演。
コラボレーションの新たな
可能性を追求します。

8月3日(土)・4日(日) 各日1回公演 チケット販売あり

会場：パフォーミングスクエア

＊京都公演 7月25日
（木）〜29日
（月）各日1回公演
関 連
イベント

あごうさとしワークショップ「身体と声」
を実施予定。
6月16日
（日） 会場：PIT2ドラマ工房

入場無料

15 : 10〜 室内楽コンサート（PIT4 ミュージック工房）

音魂 2019 サンセットライブ

とことん音響講座 2019
ミュージック工房の機材を使用した、
本格的な音響講座。

初心者から経験者まで幅広く対応します。全10回の過程

で、音響の基本的な知識を学び、実際にバンドのPA＆録音

エンジニアリングも行います。音響制作に興味のある方、
一緒に学びましょう！

7月から10月 主に木曜日19:00〜
会場：ミュージック工房 Fスタジオ
対象：高校生以上

受講料：5,000円
（全10回）

Play！ Open Space

金沢市民芸術村に沢山のバンドが参加する音魂（オトダ

オープンスペースでフリーコンサートを行います。

です。
パーティ気分でフェスに参加しませんか。

ぜひ、
遊びに来てください！

9月22日(日)

日程未定

マ）。今年度は、大所帯楽団で盛り上げるサンセットライブ

多様なスタイルのパフォーマンスをお届けする予定です。
＊決まり次第、
チラシやWEBでお知らせします。

会場：PIT3 オープンスペース
観覧無料

音楽の楽しさ発見♪

