ご一緒に活動しませんか？芸術村ではイベントをサポートするボランティアスタッフを募集しています。
金 沢 市 民 芸 術 村アクションプラン

ドラマ工房サポートスタッフ

アート工房サポートスタッフ

ポラリス

アートアンツ

ドラマ工房では、
いっしょにドラマ工房の企画を創り上げ

アート工房では、年間を通して展覧会

ていくメンバーを募集しています。活動内容は月一回程度

やワークショップなど様々な企画を運営しています。
これ

のミーティングと、
ドラマ工房主催の事業の企画・運営・サ

らの活動を支えているサポートスタッフが「アートアンツ」

ポート。お芝居の裏側をみることができたり、
いろんな劇

です。
金沢の夏至の風物詩
「キャンドルナイト」
やこの夏開

団・演劇人と交流が持てたりと、
さまざまな出逢いの場と

催の
「ジャイアント・フリップ・マシン 金沢2020」
などのア

なっています。わたしたちと一緒にドラマ工房を盛り上げ

ートプロジェクトに携わってみませんか？お仲間を誘って

て行きませんか？お待ちしています！

のご参加もOK！

イベント情 報

ACTION !

2020.4 → 2020.9

vol.

5

サポートスタッフのお申し込みは
https://www.geimura.com/support/

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

FAX 076-265-8301

金沢市民芸術村

https://www.artvillage.gr.jp

芸術村アクションプラン

https://www.geimura.com

芸術村フェイスブック

@ geijyutsumura

芸術村インスタグラム

@ geijyutsumura

大豆田大橋
中橋

金沢市民芸術村

御影大橋
元車

香林

犀川大橋
金 沢 市 民 芸 術 村 アクションプ ラン

金沢 駅

六枚

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

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、

金沢城公園

片町
犀川

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

坊

金沢21世紀
美術館

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。

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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発行：金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会

発行日：2020 年 4 月 1 日

表紙写真：「ドラマ工房すす払い〜芸術村をささえる演劇人〜」令和元年 12 月 29 日（日）開催

ART

アート工 房

ワークショップ

シルクスクリーン ワークショップ

木々の名札をつくろう

オリジナルTシャツをつくろう！

芸術村広場の木々の名札をつくる人気ワークショップ。
こ

れまでは夏休みに開催していましたが、今年は春に行いま

5月17日(日)

13 : 00〜16 : 00

会場：PIT5 アート工房

受付：開始15分前

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

第1回：5月23日(土)
第2回：8月1日( 土 )

10 : 00〜16 : 00
10 : 00〜16 : 00

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

会場：PIT5 アート工房

受付：各回開始15分前

会場：PIT5 アート工房

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）

申込：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

申込：芸術村窓口のみ ＊要事前申込み

定員：先着20名

Photography

定員：各回先着20名

参加無料 ＊要事前申込み

オリジナルキャンドルをつくろう！

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。

す。芸術村広場にみんなの作った名札が残ります。

ワークショップ

参加費：1,000円(Tシャツ代含む)

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！

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
夏至の夜に芸術村広場を幾千ものキャンドルの灯りで彩

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

り、
音楽を楽しんだり、
ゆったりとお過ごしください。

6月21日(日)

20 : 00〜22 : 00

会場：PIT3 オープンスペース・屋外広場
入場無料

申込：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

© Emily Wilson

アート国際交流イギリス展

《Universal Play Machine》、2016、installation for BEAM Camp by Mobile Studio Architects

ジャイアント・フリップ・マシン 金沢 2020

今年の夏、芸術村ではアート国際交流展を開催。
アーティ

ストをはじめ、
サポートスタッフ
「アートアンツ」
やワークシ

ョップ参加者など、様々な方が関わり作品を制作します。

７月には大和町広場で展示インスタレーションを行い、最

終日7月31日
（金）
はクロージング・トークイベントも計画

中！この夏はスポーツに、
アートに盛り上がりましょう。

期間：4月〜7月31日
（金）

フリップ制作ワークショップ 5月〜7月

展示インスタレーション 7月24日（金・祝）〜30日（木）
トークイベント
（計画中） 7月31日（金）
対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）

ワークショップ参加費：無料

展示観覧無料

※写真はイメージです

ワークショップ

みんなの民藝

新企画「みんなの民藝」
は、
カテゴリーの異なるものづくり

を３回にわけて開催。
その記念すべき第一弾です。何をつく

るかは秘密…決まり次第お伝えします。
お楽しみに！

8月・9月下旬開催予定

13 : 00〜16 : 00

会場：PIT5 アート工房

対象：子どもから大人まで
（小学生以下は保護者同伴）
参加費：1,000円 ＊要事前申込み

＊会場・日時・申し込み方法など詳細は、
チラシや WEB にて随時更新しお伝えします！

www.geimura.com/art/gfm2020

申込：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

子どもも大人も楽しめる
企画がもりだくさん！

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。

た い そう

からだ to こころ ほぐす 体奏 おもしろワークショップ
ダンス？おんがく？ふしぎな体そう？ゲームのようでオモシロい！

キッズ・親子、
みんなでカラダとココロほぐしてみませんか♪

〜表現者のためのからだほぐし〜

参 加 費 ： 500〜1,000円
会

場 ： PIT2ドラマ工房

対象：体の不自由な方、肢体不自由の方、

● 音響講座

※子ども・大人、
どなたでも！

定員：１５名程度

● 照明講座

みんな いっしょに １・２・３♪

9月13日
（日）
10：30〜11：30

9月13日
（日）
１４：３０〜１６：００

対象：子どもと大人ペア

対象：子ども
（小学生）

アシスタント

受講料

▢ 講師：吉村建彦

5月27日
（水）〜5月29日
（金） 19 : 00〜22 : 00

▢ 講師：宮向

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。

申込方法

5月7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。

● 施設講座《必修》
※必修ではありません

● 音響講座

新井英夫 （コンテンポラリーダンスアーティスト・体奏家）
板坂記代子

市およびその近郊で活躍する劇団・カンパニーが毎週

時間：①10：00〜12：00

末連続で上演。
さまざまなジャンルの団体が秋の芸術
村を彩ります！さぁみんなで劇をみに行こう！

〈 入場料 〉

高校生以下500円

※当日は500円UP

▢ 講師：宮向

隆

②13：00〜15：00

③16：00〜18：00

5月24日
（日） ▢ 講師：宮向
時間：①9：30〜12：00

隆

②12：30〜15：00

③15：30〜18：00

※いずれかの時間帯を１つ受講していただきます。

期間：10月〜12月
一般1,000円

5月25日
（月） 19 : 00〜22 : 00

※いずれかの時間帯を１つ受講していただきます。

● 照明講座

今年も開催！
「かなざわリージョナルシアター」
は、金沢

5月24日
（日） 19 : 00〜22 : 00

5月23日
（土） ▢ 講師：吉村建彦

※詳細は、WEB・チラシをご覧ください

かなざわリージョナルシアター2020

隆

１講座につき500円

● 綱元講座

開催
予告

5月19日
（火）〜5月22日
（金） 19 : 00〜22 : 00

更新講座

定員：３０名程度

定員：ペア１５組

講 師

19 : 00〜22 : 00

※ 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。
※ 綱元はどちらか1日を受講していただきます。

© 水都大阪2009

※園児３〜５歳とおとな
（親子で、
お孫さんと一緒にどうぞ！）

明・舞台に興味のある方はこの機会にぜひ受講ください。

● 綱元講座《必修》 5月23日（土）又は 5月26日（火） 19 : 00〜22 : 00

体に障がいがある方

こども と おとな
いっしょに あそぼう♪

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

● 施設講座《必修》 5月18日（月）

対象：大人（高校生以上）

野口体操を体験するワークショップ

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

新規講座

9月12日
（土）
14：30〜15：30

「力を抜けば抜くほど力が出る」

募集開始

7月1日より

こころのまま おもうまま
うごいてみよう！

9月11日
（金）
19：30〜21：30
定員：30名程度

が必要となります（１年毎更新）。
「 施設（必修）」
「 綱元（新規は必

修）」
「照明」
「音響」
の４種類があり、春・冬年２回の講座があります。

カラダを奏でてリラックス♪

野口体操ワークショップ

そのため、
ドラマ工房内の機材を使用するためには、
この講座の受講

受講料
申込方法

１講座につき500円
2019年度春・冬講座にて、免許を取得、更新された方にご案内を郵送いたします。
ご記入の上、5月7日
（木）
までに返送ください。
※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.23

和楽器フェスティバル
「和の輪」

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２年生〜高校生を対象とした合唱ワークショップで

オープンスペースで、
ゆったりとオーケストラの響きをお楽

箏、三味線、鼓、尺八などをはじめとする和楽器によるさま

の講師陣が基礎から丁寧に指導します。年度終わりの発

す。石川や北陸ゆかりの作品にも触れ、合唱の基礎を楽し

しみいただいたり、大人気の指揮者体験コーナーがあった

ざまな音楽を楽しめるコンサートフェス。間近で、
いろいろ

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。

く学びます。前期は、近藤洋平氏作・演出の音楽劇に取り

り、
オーケストラ・アンサンブル金沢メンバーがお気に入り

な和楽器の演奏を観て、
聴いて、
触って、
体験してください。

フルート演奏を通して可能性を広げ、
ステキな仲間を作り

組み、
総合的な舞台表現を体験します。

の曲をセレクトし、
この日だけのスペシャルアンサンブルで

初心者向け和楽器体験会も実施します。

ませんか？

「ふだん着」
の演奏をお届けします。

４月〜2021年３月

４月〜2021年３月

5月24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）

受講料：2,500円／月
（年間３期分納制）

入場無料

15 : 10〜 室内楽コンサート（PIT4 ミュージック工房）

6月14日(日)

会場：パフォーミングスクエア/里山の家

入場料 一般 1,500円 中・高校生 500円
小学生以下 無料

音楽の楽しさ発見♪

とことん音響講座 2020
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、基本的な知識を学び、
バンドのPA＆録音エンジニアリ

ングも行います。今年度は
「ビートルズの音響解析」講座も
実施。音響制作に興味のある方、
一緒に学びましょう！

7月から11月 主に木曜、または金曜 19:00〜
会場：PIT4 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）

レジデント・コンサートvol.13

石川県吹奏楽フェスティバル

芸術村レジデント・アーティストによる企画コンサート。海

県内で活動する市民吹奏楽団が一堂に会します。
ゲストプ

外からのゲストアンサンブルを招き、作曲レクチャーも交え

レーヤーや中学校吹奏楽部も参加。
また 、
各団精鋭による

て実施します。

スペシャルバンドの演奏もあります。来場者も奏者として参
加可能な多彩なイベントを用意しています。

8月12日(水)

会場：パフォーミングスクエア
入場料未定

9月20日(日) 入場無料

会場：パフォーミングスクエア他

※詳細は芸術村アクションプラン WEB をご覧ください。
www.geimura.com/music/

