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夏の名画 座げいじゅつむら

今年のテーマは
『映画』。音楽に、
トークに、朗読に、
アートに、
アニメにと、映画にまつわる様々な企画をご用意しています。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♪

ワークショプ
ジュニアコーラスミュージカル ワークショップ
夏の１週間 ミュージカルの名曲を歌おう♪
最終日にはステージで歌おう♪
●8/19( 月 )〜24( 土 )18:00 〜 20:00
●会場：PIT4 ミュージック工房 ほか
●講師：サラペレズ ( ソプラノ )、
清水史津 ( ピアノ )
●参加費：3000 円 ( 各回 500 円 )

朗読
東千絵「一切なりゆき〜樹木希林のことば〜」
惜しくも世を去った名女優が語りつくした生と
死、家族、女と男。
ユーモアと洞察に満ちた樹木
希林流生き方のエッセンスを読み上げます。
●8/24( 土 ) 13:00
●会場：PIT2 ドラマ工房
●観覧無料

一人語り
荒木明日子「金の髪」
幽霊となって、娘 ( 金の髪 ) を地獄へ連れて行
こうとする伯爵。
それを追いかける若者ピエト
ロ。地中海に浮かぶコルシカ島の恋のお話を
語ります。
●8/25( 日 ) 11:00
●会場：PIT2 ドラマ工房
●観覧無料

朗読
キッズ☆クルー『11ぴきのねこ』
とらねこ大将ひきいる 11 ぴきのねこたちの愉
快な冒険物語を、キッズ☆クルーのこどもたち
が可愛く楽しく朗読します。
●8/25( 日 ) 16:00
●会場：PIT2 ドラマ工房
●観覧無料

子ども向け

子どもから大人まで

Play！オープンスペース
「ハワイ×金沢Ukulele World Session」
ハワイからウクレレアーティスト ジョディ・カミ
サト氏と彼が主宰するウクレレスクール「ウクレ
レハレ」の生徒たち 10 人が来日。金沢のジュ
ニア・ウクレレ・オーケストラの子どもたちと
交流ライブを行います。
●8/22(木)16:00〜17:00
●会場：オープンスペース
●観覧無料

シネマイラストなど様々に活躍する高松啓二さんのイラスト展、ペーパ
ークラフトや映像作品などの展示もあります。
●8/24(土) 12:00〜18:00・8/25(日) 11:00〜16:00
●会場：PIT5 アート工房 ●観覧無料
高松啓二 1958年 兵庫県生まれ。
1987年 イラスト事務所（有）T-BONE
STEAK設立映画雑誌などを中心に映画
俳優のイラストを数多く手がける。講談
社・青い鳥文庫、アガサクリスティ名探偵
ポワロシリーズの挿絵も担当。

上映＆トーク ある日の遺言−食べるのも日常 死ぬのも日常−
樹木希林さんの映像として残る最後の講演。
自
身の体のことについて、夫について、日本の未来
について語る 60 分をノーカット上映！
撮影・編集を担当した田川一郎氏が、女優・樹
木希林について語ります。
●8/24( 土 )13:30 ●会場：PIT2 ドラマ工房
●トーク：田川一郎（農業ときどきTVプロデュー
サー / 本編制作者 )、水上猛之氏（映画監督）
●観覧無料

MOVIE
& MUSIC

田川一郎
1936年生れ。山口県田布施町
出身。
「川崎敬三のアフタヌー
ンショー」プロデューサーを長
きに渡って務める。また黒柳徹
子さんのユニセフ視察番組を２
７年間にわたり制作。テレビ局
退職後はフリープロデューサー
として活躍。
２０１６年に樹木希
林さんの静岡での講演を実現、
収録・編集を行う。

ジュニアコーラス コンサート
ミュージカルの名曲を歌うジュニアコーラスの
コンサート♪
●8/24(土)15:30
●会場：PIT4ミュージック工房
●観覧無料

ここまでシンプルで面白いアニメは他にはない。
2017年に開催し人気となった伝説のワークショップ
『バカゲタ図工塾！マジックロール』が復活開催！
紙と鉛筆だけで誰でもアニメづくりが楽しめます。
3mに及ぶ長〜い鉛筆と巨大マジックロールも登場！
●8/24(土)・25(日)13:00〜16:00（受付12:45〜／受
付終了15:30） ●会場：パフォーミングスクエア
●対象：子どもから大人まで（小学生以下は保護者
同伴） ●参加無料 ●当日随時受付

朗読 茶谷幸也
「昭和の終わり、平成の終わり」
『触覚の宮殿』の一つのテーマである「改元」に
まつわる示唆と見識に富んだテキスト『昭和の
終わり、平成の終わり』
（出典：REAL KYOTO−
浅田彰 INITIATORSʼBLOGS ー）
を朗読します。
●8/24(土) 16:00
●会場：PIT2ドラマ工房
●観覧無料

上映

映像版「触覚の宮殿」

舞台とは異なる演出、
グラフィックによる映像
版「触覚の宮殿」
（30分）
を初公開！
●8/24(土) 16:30
●会場：PIT2ドラマ工房
●アフタートーク：あごうさとし
（作演出家）、星
能豊（俳優）、井口時次郎（ドラマ工房前ディレ
クター）、他
●観覧無料

イラスト：高松啓二

上映＆トーク 石川光「映画と音楽の心地よい関係」
70 年代から現在まで、映画と音楽の業界を行き来
した音楽プロデューサー石川光、自らの仕事を語り
ます。映像資料と音源、
スコアや台本、絵コンテ資料
も公開します。
●トーク：石川光（音楽プロデューサー）、
稲葉一広（脚本家）、水上猛之（映画監督）
●8/25( 日 ) 11:30
●会場：PIT2 ドラマ工房 ●観覧無料

上映＆トーク
こどものための映画制作ワークショップについて
毎年、金沢 21 世紀美術館で開催される
「こど
も映画教室」は今年 15 年目を迎えます。制作
作品の上映、
ワークショップ活動のご案内をお
話します。制作体験あります。
●トーク：上野克（シネモンド支配人）
●8/25( 日 ) 16:30
●会場：PIT2 ドラマ工房
●観覧・参加無料

大人向け

アニメーションワークショップ バカゲタ図工塾！マジックロール

高松啓二シネマアート展

石川 光（音楽プロデューサー）
大学卒業後、音楽出版社：新興楽譜出版社（現シンコーミュージック・
エンタテイメント）に入社。原盤制作・著作権管理・マネージメント等、広
く音楽ビジネス全般に従事する。当時、
「フォーク、ニューミュージック」
の時代で、
「東京」マイペース「青葉城恋唄」さとう宗幸等、ヒット作の
制作に携わり、はっぴいえんど解散後作詞家に転じた松本隆のマネー
ジメントも行う。この間、松田聖子、太田裕美、寺尾聡、大瀧詠一等々、
数々のヒット曲の制作に立ち会う事になる。その後、映画業界に転じ、
映画音楽の制作に従事し、角川映画の音楽制作や、それに伴う、主題歌
「探偵物語」
「時をかける少女」等々、多数のヒット曲や映画音楽のプロ
デュース全般を行う。

レジデントコンサートvol.11
晩夏の名画座ソングスーソプラノで歌う、ミュージカル映画とジャズ
ミュージカル映画の名曲。ヘンリー・マンシー
ニ、
ミシェル・ルグラン、
クルト・ワイル、久石譲
のナンバーで綴るジャジーなネオクラシックコ
ンサート。
●出演：高雄飛 (PF)、サラ・ペレズ (Sop)、
ヴｵ
ーン・ヒューズ (VI,)
●8/25( 日 ) 18:00
●会場：PIT4 ミュージック工房
●観覧無料

すず里山里海映画祭 予告編を多数上映します！
開演前のひととき
「すず里山里海映画祭」上映作品の予告編を上映します。
＜すず里山里海映画祭2019 のご案内＞
開催日：2019年9月1日
（日曜日） 会場：ラポルトすず（石川県珠洲市飯田町１−８）
【上映作品】
❶10:00〜11:40［日々是好日］樹木希林 (100分)
❷12:30〜13:32［ある日の遺言］樹木希林 (62分）
❸14:00〜16:00［パーフェクトレボリューション] リリーフランキー
PG-12｟12歳未満保護者の助言必要｠
（117分）
❹16:30〜17:32［ある日の遺言］樹木希林(62分）
❺18:00〜19:40「日々是好日］樹木希林(100分)
※各上映の前後に赤松先生と照本先生の映画トークあり
●会場 ［小会議室］
『日々是好日』樹木希林 他… ［キッズルーム］子供向け作品上映
［館内展示］過去の映画祭ポスターを展示
●黒澤淳一氏の銀幕のスター似顔絵展
●ホームビデオ簡単教室 時間：12:50〜13:50 講師：尾戸大介氏（元ニュースカメラマン）
先着5名程度 参加無料（ビデオカメラ、
または録画できるスマホを持参のこと）

