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ART アート工房

○車 北陸自動車道「金沢西IC」から約10分 金沢駅または片町交差点から約15分(約２km)○徒歩
「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。○バス

〈 アクセス 〉

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
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
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。
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金沢市民芸術村アクションプラン  イベント情報

〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
TEL 076-265-8300　FAX 076-265-8301

みなさん、芸術村の広～い敷地には、なんと１００種類以
上の木々が植わっているって知ってた？
ところで、木々の名前、わかる？
え～と、桜や、ケヤキは、なんとなくわかるけど ...
いつも木々たちは心を和ませてくれるのに、どんな名前で、
どんな花を咲かせ、どんな実をつけるか、全く知らないなんて、やばい、木々たち
に叱られる～！
そこで「木々の名前つくろう隊」に登場してもらいました。さすが、芸術村のちび
っこ達です。それぞれの木々にそれぞれの個性があるように、作る名札も、それ
ぞれの個性を生かした本当に素晴らしいものが出来上がりました。
優雅に葉を揺らせちょっとおすまし「シダレヤナギ」はどこかな？
大きな手を広げ、愉快そうに笑ってる「ヒマラヤスギ」はどこかな？
芸術村を歩いてみると、木々達が名札をつけて喜んでいる様子がわかりますよ！

ちょっと探してみてください。

夏休みものづくり教室「木々の名札をつくろう」奮闘記

ありがとう！  金沢市民芸術村  村長  後藤徹

ワークショップでは、ご参加者いただいた皆さんが
アイデアあふれる個性的な名札を制作しました。

遠い昔の縄文時代に思いを馳せてみましょう。
8月に開催したワークショップ「土器をつくる」「土偶をつく
る」や「土に触れる」参加者の縄文作品を一堂に展示しま
す。生命力溢れるエネルギッシュな作品にご期待ください。

展覧会
みんなの縄文展　作品展示

9月21日(土)～23日(月・祝)
10:00～18:00

あなたも土に触れ造形を楽しんでみませんか？
完成した作品はみんなの縄文展で展示します。

みんなの縄文展　同時開催ワークショップ
土に触れる

9月21日(土)～23日(月・祝)  13:00～16:00

会場：PIT5 アート工房
受付：12:45～　受付終了 15:00
対象：子どもから大人まで（小学生以下は保護者同伴）
定員：各日先着30名　 参加費：500円
当日随時受付

「石川の石を彫ろう2019」の参加者が、石川県産の戸室
石・日華石・滝ヶ原石に粘り強く向き合い、コツコツと時間
をかけて制作した作品展。ものを作り上げる達成感や、楽
しさやうれしさが溢れています。また、講師の彫刻家の作品
や、子どもワークショップで制作した作品も展示します。

展覧会
無名の彫刻家展

10月14日（月・祝）～10月20日（日） 
10:00～18:00
会場：PIT5 アート工房　 入場無料

日常のモノをグッと観察し、そこから現代社会の何かしら
のエッセンスが引き出せないか。
そんなことを考えながら制作しています。洗濯バサミを大
量に使用した使った作品等を展示します。

展覧会
高本敦基個展　Assembler/Assembly

10月31日（木）～11月12日（火）
10:00～18:00
会場：PIT5 アート工房　 入場無料

アートに携わる方をお招きして様々なお話を聞くトークイ
ベントです。※写真は2017年11月開催vol.4の模様です。

トークイベント
アートな仕事ーク vol.6

3月28日（土）予定　16:00～18:00

会場：PIT5 アート工房　 受付：開始15:３０～
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60名　 観覧無料
申込：芸術村窓口 または アクションプランウェブ
＊事前申込み優先

金沢市民芸術村アート工房は、
展覧会、ワークショップ、講演会、
フィールドワークなど企画運営し
ています。これらの活動を共に考え
実践していくサポートチームが「アートアンツ」です。
金沢の夏至の風物詩とも言える「キャンドルナイト」
や「ダンボール建築」など多くのイベントにおいてアー
トアンツなしでは運営できないほど、なくてはならな
い存在です。あなたもできることから少しずつ、思い
切って始めてみませんか？お仲間を誘ってもOKで
す。みなさんのご参加お待ちしています。詳しくは芸術
村アクションプランWEBをご覧ください。

アート工房サポートスタッフ
『アートアンツ』募集中！

動物や☆○△□、縞模様など、いろんなデザインのシルク
スクリーン版をご用意しました。Tシャツやバッグなど自分
だけのお気に入りアイテムをつくろう！

ワークショップ
たのしいシルクスクリーン工場

2020年1月12日（日）
① 10:00～12:00／②14:00～16:00
会場：PIT5 アート工房　 受付：各回開始30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25名  参加費：1000円（Tシャツ・バッグ代含）
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

たくさんの洗濯バサミを使って造形制作を行います。
いつもみているものを、また違う視点で見て楽しみましょ
う。（体験のみで持ち帰りはできません。）

10月27日（日）  13:00～16:00
会場：PIT5 アート工房　 受付：各回開始15分前
講師：高本敦基
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15名　 参加無料
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

会場：PIT5 アート工房　観覧無料 初日13時～　最終日15時終了 https://www.geimura.com/support/詳細

ワークショップ
たくさんの洗濯バサミでつくる 

※最終日は16時終了

同時開催 金沢湯涌創作の森レジデント展  1月11日(土)～19日(日)

子どもも大人も
楽しめる企画が
もりだくさん！

@ geijyutsumura

芸術村フェイスブック

芸術村インスタグラム

@ geijyutsumura

「夏休みものづくり教室 木々の名札をつくろう」
開催日：2019年 7月 27日 ( 土 ) 
会場：金沢市民芸術村 PIT5 アート工房・広場



DRAMA ドラマ工房

MUSIC ミュージック工房
音楽の楽しさ発見♪

DRAMA ドラマ工房 舞台技術者養成講座
ドラマ工房は利用者自身が責任をもって施設を使用する
『自主管理方式』をとっており、お互い協力し合って利用・管
理を行っています（１年毎更新必要）。そのため、ドラマ工
房内の機材を使用するためには、この講座を受講していた
だく必要があります。「施設（必修）」「綱元（新規は必修）」
「照明」「音響」の４種類があり、年２回の講座があります。
それぞれ第一線で活躍されているプロや、皆さんの先輩方
が親切に指導にあたります。ドラマ工房を使用予定の方は
もちろん、音響・照明・舞台に興味のある方はこの機会にぜ
ひ受講ください。

● 施設講座 《 必修 》

新規講座

● 照明講座
● 音響講座

※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。

2020年1月20日（月）

2020年1月28日（火）

※新規受講の方は、施設・綱元は必修講座です。この講座を受講しないと他の講座は受講できません。

2020年1月29日（水）～1月31日（金）　19:00～22:00　▢ 講師：宮向　隆

2020年1月21日（火）～1月24日（金）　 19:00～22:00　▢ 講師：吉村建彦

19:00～22:00　

19:00～22:00　

2020年1月９日（木）までに所定の用紙にご記入の上、郵送または事務局へ提出ください。
メールでも受付ております。 dramakoubou＠gmail.com まで送付ください。申込方法

受講資格 各講座全ての日程を受講できる高校生以上の方。複数の講座の申込も可能です。

劇評講座

● 施設講座 《必修》

更新講座

● 綱元講座
● 照明講座

● 音響講座

2020年1月26日（日）

2020年1月27日（月）

2020年1月26日（日）　▢ 講師：宮向　隆
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。

2020年1月25日（土）　▢ 講師：吉村建彦
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。

昨年度冬講座・本年度春講座にて、免許を取得・更新された方へご案内いたします。
ご記入の上、2020年１月９日（木）までにご返送ください。

申込方法

※必修ではありません

受講料 １講座につき500円

受講料 １講座につき500円

演劇の楽しさ
お届けします☆

※劇評講座は、★印の上演回に観劇します。

一般1,000円　高校生以下500円　※当日500円UP
9月1日（日）予約受付開始（芸術村アクションプランWEB）。  10月1日（火） チケット販売開始
【 チケット取り扱い 】 金沢市民芸術村 事務所、アクションプランWEB（予約）、各劇団・カンパニー

● 綱元講座 《 必修 》

19:00～22:00

19:00～22:00

かなざわリージョナルシアター2019 「げきみる」

参加団体

受講料：2,500円／月（前後期分納制）

※詳細は、別途フライヤー・WEB・SNS等をご覧ください。

芸術村フルートキッズ （通年）

小学校４・５・６年生を対象としたフルート講座です。プロの講師陣が基礎から丁寧に指
導します。年度終わりの発表会のほか、外部でのボランティア演奏も予定しています。
フルート演奏～音楽を通して可能性を広げ、ステキな仲間を作るフルートキッズメンバ
ーたち。３月に予定している発表会には是非お越しください。

～2020年３月まで 主に土曜または日曜の午前中（月２回程度）

～ちょっと感劇！週末劇場～
今秋のかなざわリージョナルシアター2019『げきみる』は、７週連続公演！
11～12月の毎週末、様々なジャンルの劇団・カンパニーが秋の芸術村を彩ります！
今年で5年目となる「かなざわリージョナルシアター」は、リーズナブルな観劇料や車
いす席の設置による「どなたでも演劇を楽しめる環境づくり」、アフタートークや俳
優との写真撮影ができる「より演劇を楽しめる企画」など、上演側だけでなく観客の
皆様と一緒に創りあげていく事業です。このほかにも、作品を観ていただくごとにス
テキなプレゼントがもらえる「げきみるスタンプラリー」、専門の講師による指導を
受けながら劇評を書く「劇評講座」も開催します！さぁ、みんなで劇をみに行こう！

「かなざわリージョナルシアター」の関連事業です。
作品を観て、感想を話し合い、劇評を書くというステッ
プを、講師の指導のもとで実践的に学びます。同じ作品
を観た人でも、どのように感じどのように言葉にするか
は千差万別。“観劇力”と“文章力”をアップして、観客に
よる「演劇への積極的参加」を目指します。

ジュニアコーラスワークショップ
「金沢をうたおう」 （通年）

主に土曜の午後（月３回程度）

小学校２年生～高校生を対象とした合唱講座です。音楽・合唱の基礎を楽
しく本格的に学ぶワークショップです。石川や北陸ゆかりの作品にも触れ、
ふるさとの良さを再発見する活動にも取り組みます。また、合唱指揮・伴奏
ピアノのワークショップも予定しています。
後期は白山市在住、今注目の作曲家永島留美氏の作品「音の絵本」（詩：
鈴木敏史）に取り組みます。作曲家本人の指導もあります。
お楽しみに♪

～2020年３月まで
受講料：2,500円／月（年間３期分納制）
楽譜代：1,700円（「音の絵本」）

2020年3月7日(土)　会場：パフォーミングスクエア

※詳細は、芸術村アクションプランWEB をご参照ください。

ミュージック工房 2019年度のレジデントアーティストによるコンサートシリーズ。
多様な活動を展開する音楽家がそれぞれの楽器の特性を活かす表現、またコラボレー
ションの新たな可能性を追求します。
過去の芸樹村コンサートをリメイクする新企画アーカイブシリーズもお楽しみに！

Kanazawa Percussion Festival

様々なパーカッション（打楽器）のアンサンブルを展開する音楽祭です。日本、アフリカ、
南米などの民族楽器や管弦楽の打楽器が登場します。さらに、多彩なゲストとのコラボ
レーションもお楽しみください。

2019年12月15日(日)  16:00　入場無料
※当日、関連ワークショップ の実施予定あり

講師：山﨑健太（演劇批評誌『紙背』編集長）
2日（土）

14:00
ジュニア・クラブ

「今年は冒険ですね」19:00 ★

3日（日）14:00

9日（土）19:00 うんダンスぷらうる
「生・遊・萎/うまれる・あそぶ・しほれる」10日（日）14:00 ★

16日（土）17:00 ★ 北陸学院高校演劇部「七人の部長」
星稜高校演劇部「またこの空の中で」17日（日）13:00

23日（土・祝）
15:00

劇団あえない
「あやまって、愛」19:00 ★

24日（日） 13:00

30日（土）19:00 ★ 北陸つなげて広げるプロジェクト
「ポット ワンダー ワールド」1日（日）14:00

6日（金）20:00
劇団ドリームチョップ
「海へ（令和元年）」

14日（土）
14:00 １１０SHOW＋＋

「石川太郎」

7日（土）19:30 ★

8日（日）13:00

19:00 ★

15日（日）14:00

13日（金）19:00

入場料

「新劇」「アングラ」「静かな演劇」など、日本演劇史の
『いまさら聞けない！』をわかりやすく解説します。演劇
を創る人も観る人も大歓迎。歴史を学ぶことで、これま
で以上に演劇を楽しめるようになることを目指します。

いまさら聞けない日本演劇史！
～演劇を10倍楽しむ基礎知識～

9月21日（土） 19:00～
講師：山﨑健太（演劇批評誌『紙背』編集長）

11 

月

12 

月

池田恵美入江真歩

レジデントコンサートvol.12 ＆
アーカイブシリーズvol.1

出演：池田恵美、入江真歩、金澤攝、他
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