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ART アート工房

受付15:00まで

○ 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

アート工房のドアを開放して
風通し良く企画を行ってま～す

「なんだか外に行きにくくなってしまった。この機会に自分
たちの輪から再確認してみよう。先ずは個人的に知ってい
る人達から少しずつ。世界を裏返す為に。」
ヤポッカは別々に活動しているアーティスト、オーギカナエ
とウシジマヒトシのユニットです。時には一人より二人で、
楽しく生きて世界とつながるアートを目指します。

11月3日（火・祝）～14日（土）　10:00～18:00
会場：PIT5 アート工房　 入場無料

アーティストが考えたアニメーション原画を元に、参加者
がフリップにマーカーで色塗りをして仕上げます。皆さんも
私たちと一緒に作品制作に携わりませんか？

アート国際交流イギリス展 『ジャイアント・フリップ・マシン 金沢 2020』

フリップ制作ワークショップ

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）
定員：各回10名程度（事前申込優先）　参加無料
申込：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

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

３工房合同企画『金沢市民芸術村オープン・ヴィレッジ』

2020年10月4日（日） 10:00～19:00　　金沢市民芸術村　各工房　広場ほか

10月4日は芸術村にとって24年目の誕生日。日頃か
らご利用いただいている方、まだ来られたことない方
にも、より身近に芸術村の新たな魅力を発見できる日
となるよう「金沢市民芸術村オープン・ヴィレッジ」を
開催します。
アートや音楽のワークショップに展示インスタレーシ
ョンやコンサート。普段お見せできない舞台裏が見ら
れる「実験劇場」まで。動画を活用したコンテンツも計
画中！扉を開けて秋の風が抜ける清 し々い一日。
ふらりとお気軽にお立ち寄りください。

　　芸術村YouTubeチャンネル
はじめました！登録お願いしま～す☆

アートプロジェクト2021

国内で活躍する作家などの作品展示やワークショップなど
を行う新たな芸術を創造、創出するアートプロジェクトで
す。乞うご期待。

2021年2月、３月　＊日時未定

会場：PIT5 アート工房

人気ワークショップを３工房合同企画「芸術村オープン・ヴ
ィレッジ」で開催！芸術村広場にみんなの作った名札が残
ります。皆さんと一緒に広場をつくりあげましょう。

ワークショップ
木々の名札をつくろう

10月4日(日)　12:30～15:30

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）
定員：先着20名　参加無料
申込：当日随時受付

展覧会
無名の彫刻家展

「石川の石を彫ろう2020」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
も展示します。

10月18日（日）～25日（日） 
10:00～18:00

会場：PIT5 アート工房　 入場無料

初日13時～　最終日15時終了

アート国際交流イギリス展 『ジャイアント・フリップ・マシン 金沢 2020』

クロージングイベント
2020年3月から行ってきたプロジェクトの締め括りとなる
イベント。ジャイアント・フリップ・マシンの展示インスタレ
ーションやワークショップ、トークイベントを開催計画中！

2021年3月20日(土)　13:00～19:00

会場：大和町広場、PIT5 アート工房　   観覧無料
対象：子どもから大人まで（小学生以下は保護者同伴）

Photography © Emily Wilson

大和町広場（アート工房、里山の家近くを予定）でジャイア
ント・フリップ・マシンの展示インスタレーションを行いま
す。またアート工房では、これまで行ってきたプロジェクト
の模様をパネルで展示します。

アート国際交流イギリス展 『ジャイアント・フリップ・マシン 金沢 2020』

展示インスタレーション 

10月4日(日)　16:00～19:00

会場：大和町広場 （荒天時：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）
観覧無料

Photography © Emily Wilson

第５回 9月26日(土)／第6回 9月27日(日)
13:30～15:30 受付13:00より

詳細 →
 www.geimura.com/event/openvillage/
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アートプロジェクト2020
Our Private Torus - Yappotuka

ヤポッカ

無観客オンライン配信によるこの公演は、音楽家と照明演
出家によるものです。複数の視点、音像の変化を探究し、シ
ネマフィルムのような空気感・質感にこだわります。ライブ
ならではの緊張感もお楽しみください。

オンライン配信公演
音と光と影のインスタレーション

12月20日(日)　＊時間未定  夜を予定しています。

収録会場：PIT5 アート工房　　視聴無料
配 信 先：YouTubeチャンネル

＊詳細はアクションプランウェブをご覧ください。

@ geijyutsumura

芸術村フェイスブック

芸術村インスタグラム

@ geijyutsumura



DRAMA ドラマ工房
演劇の楽しさ
お届けします☆ 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回開催しています。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

※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。

2021年1月11日（月・祝）

2021年1月16日（土）または19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。
※綱元はどちらか１日を受講していただきます。

● 照明講座 2021年1月20日（水）～1月22日（金）　19:00～22:00　▢ 講師：宮向　隆

● 音響講座 2021年1月12日（火）～1月15日（金）　 19:00～22:00　▢ 講師：吉村建彦

19:00～22:00　

19:00～22:00　▢ 講師：宮向　隆　

12月28日（月）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。

● 施設講座 《必修》

更新講座

● 綱元講座

● 照明講座

● 音響講座

2021年1月17日（日）または24日（日）

2021年1月18日（月）または23日（土）

2021年1月17日（日）または24日（日）　▢ 講師：宮向　隆
①9:30～12:00　 ②12:30～15:00　 ③15:30～18:00

2021年1月16日（土）または23日（土）　▢ 講師：吉村建彦
①10:00～12:00　 ②13:00～15:00　 ③16:00～18:00

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

【入場料】
一般1,000円　高校生以下 500円  ※当日500円UP
オンライン上演（WEB配信）は無料

● 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2020 「げきみる」

※新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、内容が変更、
　または公演中止となる場合がございます。予めご了承ください。
※最新情報・詳細は、別途フライヤー・WEB・ SNS等をご覧ください。

今年のげきみるは10週連続上演！
オンライン上演団体もあるよ！
秋の芸術村を彩る「かなざわリージョナルシアター
2020げきみる」。6年目を迎える今年は様々なジャ
ンルの劇団・カンパニー10団体がドラマ工房やオン
ライン（WEB配信）で毎週末上演します。WEBおた
のしみ企画や「劇評講座」も開催！
さぁみんなで劇をみよう！

チケット

【チケット取り扱い　販売・予約受付】
芸術村窓口、アクションプランウェブ、
各劇団・カンパニー

【チケット発売日・WEB予約受付開始日】
10月 4日（日） ※アクションプランウェブ
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※時間帯を１つ選択して受講していただきます。

※時間帯を１つ選択して受講していただきます。

ドラマ工房施設取扱認定証（免許）をお持ちの方が対象となります。該当する方には12月上旬頃ご案内を郵送
いたします。ご記入の上、12月28日（月）までに返信ください。

★印はオンライン上演（WEB配信期間）上演団体

※各講座どちらか１日を受講していただきます。

MUSIC ミュージック工房

Kan Sano Solo Live
～Made in Kanazawa～

コラボレーション・シリーズ vol.8
「東アジアの風２」

レジデント・コンサートvol.13
ヴィオラと現代舞踊 公演&ワークショップ

レジデント・コンサート vol.15
タイ国際交流コンサート＆セミナー

レジデント・コンサートvol.14　現代散楽 金沢公演
～幻の芸能「散楽」と「泉鏡花」の幻想的世界～

芸術村でソーシャルディスタンスを保ち感染対策に十分配
慮しながらオリジナル音楽劇に取り組みます。一緒に新し
い音楽活動にチャレンジしませんか。

10月～2021年3月
講　師：近藤洋平（テノール歌手・作曲家）
　　　 　 清水史津（ミュージック工房ディレクター）
募集定員：10名限定（小学生～高校生）
活 動日：月2～3回　土曜または日曜 午後
受 講 料：2,500円／月（年3期分納制）　

小学生を対象とした、フルートアンサンブルのワークショッ
プ。あなたも仲間と一緒にフルートを体験しませんか？
初心者も大歓迎！見学・体験レッスンも受付中。

10月～2021年3月
講 　 師：小野井恵梨（フルート）、川崎惇（フルート）
募集定員：２～３名（小学生）
活 動 日：月2回　土曜または日曜午前（1日練習の日もあり）
受 講 料：2,500円／月（前後期分納制）　
＊11月3日（火・祝）中学生対象ワークショップ開催予定

芸術村をはじめ、金沢との温かい「縁」をベースにしたソロ
ライヴを開催します。市民クワイヤーとのコラボレーション
も予定しています。「今」金沢で音楽をする意味や想い…。
Kan Sanoと共に感じる温かいひと時をお楽しみに。

①10月31日(土)19：00～／②11月1日（日）14：00～

会　場：金沢21世紀美術館シアター21
　　　 またはオンライン配信公演 10月15日（木） 里山の家          18 :00～20:00

       16日（金） PIT4 Fスタジオ  18:00～20:00
       17日（土） マルチ工房          9 :30～12:00
       18日（日） PIT4 Fスタジオ  10:00～12:00

10月24日（土）　

会　場：パフォーミングスクエア
入場料：一般3,500円、高校生以下1,000円  （全席自由）
チケット申込み：アクションプランウェブまたは芸術村窓口
http://www.geimura.com/music/resi-con14

2021年1月17日(日)　

会　場：パフォーミングスクエア
チケット申込み：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

タイのポップで賑やかな現代音楽アンサンブルtacet(i) 
ensemble を迎えて送るアコースティックでElectronica
なコンサート。

2021年3月28日(日)　

会　場：パフォーミングスクエア
チケット申込み：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

ジュニアコーラスワークショップ
「金沢をうたおう2020」 （通年） 芸術村フルートキッズ （通年）

10月18日(日) 開演15:00
会　場：PIT4 ミュージック工房 Fスタジオ
対　象：中学生以上
入場料：一般3,000円、高校生以下1,000円

「音楽と身体表現ワークショップ」（全4回）

〈 チケット申込み 〉
アクションプランウェブまたは芸術村窓口
http://www.geimura.com/music/resi-con13

昼の部　14：30開場／15：00開演
夜の部　18：30開場／19：00開演

※両公演とも90分を予定 伝統楽器と現代アンサンブルの共演による現代の名曲、
そして新作を交えた作品の数々をお届けします。

入場料：3,500円（WEB完全予約制） 各回限定販売

「Meets Me2 新しい私と出会う」公演
ミーツミーツ

昼の部、夜の部 ２回 公演実施予定

音楽の楽しさ発見♪

音はダンスをよび、ダンスは音をよぶ。どんなものが待って
いるか、それはこれからのお楽しみ。社本多加（コンテンポ
ラリーダンサー）と般若佳子（ヴィオラ奏者）。そして様々な
人たちと動いてみよう。きっと新しい自分との出会いが待っ
ている。さあ、金沢市民芸術村へ！

対　象：中学生以上
参加費：3,000円（18日公演 入場料を含む）

＊詳細はアクションプランウェブをご覧ください。
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