
PIT4 ミュージック工房PIT3 オープンスペース PIT4 ミュージック工房PIT3 オープンスペースPIT2 ドラマ工房 PIT5 アート工房

○ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況等により予告なしに中止、または内容・会場・日時・定員等が変更（入場制限含む）となる場合があります。
○ ご来場される方は、37.5 度以上の発熱や風邪、味覚障害等の症状があるなど体調が優れない場合のご参加はご遠慮いただき、マスクの着用、手洗い、手指の消毒、社会的距離の確保などをお願いします。
○ 予防対策として、アーティスト、講師、スタッフは、マスクを着用し、会場には消毒液を設置いたします。
○ 「換気の悪い密閉空間」「多数が密集する場所」「近距離での会話や発声が行われる場面」を避けた運営をおこないます。皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。〈  ご注意  〉

!

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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芸術村アクションプラン https://www.geimura.com

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

@ geijyutsumura

芸術村フェイスブック

芸術村インスタグラム

@ geijyutsumura

芸術村YouTubeチャンネル

「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 〉

＊予告なしに内容が変更または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WEB・SNS等をご覧ください。
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12:45～13:30
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岩井美佳「100色の絞り染めに挑戦！」

WS②
13:00～

WS③
15:00～

メロメロポッチ
オールジャンルな音楽や演劇などが
開催されることで有名な老舗ライブ
カフェ。2020年３月、近江町市場
から、8号線沿いの西部緑地公園隣
に移転。

蔵スタジオ×おけらCafe
蔵を使って、舞踏公演や音楽などの
ライブ演奏が出来ます。 カフェを併
設。 ギャラリーとしても活用できま
す。（野々市市中林 3-117）

Live & cafebar BUZZ
金沢の城北地区鳴和に、ライブので
きる”Live&CafeBar Buzz”を 2019
年 2月オープンしました。

崖の上サーカス
鶴来の「金剱宮」斜め向い、高台に建
つ『崖の上サーカス』。毎週末、全国か
ら来た素晴らしいミュージシャンの
ライブSHOWが楽しめます。

DOUBLE 金沢
地下のメインフロア、一階のラウン
ジフロアに分かれ、ともにバーカウ
ンターを完備した片町の LIVE イベ
ントスペース。

「音魂 2021」出演アーティストを推薦いただいたライブスペースのご紹介

金沢市民芸術村 ３工房合同企画

１００の季節 ～開村25周年～
2021年10月2日（土）・3日（日）　金沢市民芸術村　各工房
主催：金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会　　共催：金沢市、（公財）金沢芸術創造財団　　企画・担当：金沢市民芸術村 各工房ディレクタ一



時　間　10:00～10:30

珍獣だらけのアウトサイダーコンテンポラリーダンスカ
ンパニー「うんダンスぷらうる」。2006年に山田うん氏
のワークショップがきっかけで発足。野外を中心に公
演を行っています。今回、金沢市民芸術村25周年の記
念イベントに世界的振付家・ダンサーとして活躍され
ている山田うん氏が駆けつけてくれます。 

うんダンスぷらうる 
キッズ☆クルーは平成9年に芸術村が開村した際に子
どもたちの為に生まれました。 あれから２５年、現在は
「あそび」「演劇・表現活動」を大事にし「子どもたちの
生きる力」を育む活動をしています。 
さあ！今日は大好きなドラマ工房の誕生日♪みんなで、
お祝いしましょう！ 

キッズ☆クルー

時　間　①11:30～12:20　②14:00～14:50
定　員　各回50席　※入場無料（整理券必要）

20年前、友人に贈られた花かごをスケッチしたことが
制作活動を始めるきっかけでした。日々枯れてゆく花
の変化に心奪われ、過ぎ去る時間を少しでも「ここに」
留めておきたいと、描きとめた。現在、染色の技法をつ
かって記憶を表現しようと試みています。繊細かつ大
胆に染め上げられた作品を体感するとき、あなたは自
身の記憶の中にある何かを感じることでしょう。

作品展示

時　間　10:00～8:00
料　金　観覧無料

4m×2mの大きな布を折り紙のように折り、それぞれ
を紐でしばり、「春夏秋冬」季節の色をイメージした染
料を選び染め上げます。みんなで作り完成した布に、
どんな季節が広がるのかは誰にも想像がつきません。
たった一回きりの色鮮やかな体験を一緒にしてみませ
んか？

ワークショップ

時　間　①10:30～　②13:00～　③15:00～
定　員　各回10 名
対　象　4 歳以上のこども～大人
　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）
事前申込　アクションプランウェブよりお申込みください

100season　HAPPY BIRTHDAY金沢市民芸術村  ３工房合同企画

１００の季節 ～開村25周年～

ミュージック工房では、恒例の音魂コンサ
ートを実施。今年は市内ライブスペースか
らの推薦ミュージシャンを中心に、金沢市
民芸術村の利用団体も加わって18ステ
ージを賑やかに展開します。

村長Band

音魂2021のトップバッターを飾
るのは後藤村長のバンドです。オ
ールドタイミーで、ご機嫌な
Rock'nRoll をお届けします。 

2日（土）　12 : 30～13 : 00

WHO I AM

ALL MIX。東京や地方各地にて
サウンドプロデューサーとして
DJ、クラブの運営経験あり。現在
は金沢に戻り、サラリーマンをし
ながらDJ活動も続けている。

2日（土）　13 : 00～14 : 00

ZEST

高1の時にポップスコーラスで出
逢った2人が熱い心を持ち夢に
向かって日々頑張っています。

2日（土）　14 : 00～14 : 40

イージーTAKU

東北生まれ、放浪の果てに金沢
にて靴を脱いだ。毎月古府町西の
「メロメロポッチ」にてライブ開
催。渋い絶妙の歌声で魅了する。

2日（土）　15 : 00～15 : 30

10月3日（日）

10月3日（日） 岩井美佳「100色の絞り染めに挑戦！」

垣田堂（かきたどう）

ギタリスト。1978年、アメリカ・ニ
ュージャージー州生。金沢市在
住。14才よりギターを始め、北陸
を拠点に活動する。
do-kakita.cu-tablet.com

2日（土）　16 : 30～17 : 00

橙（だいだい）

金沢市在住兼業シンガーソング
ライター。穏やかで、伸びのある
歌声と、独りの世界観を持った自
作の曲を演奏し続ける。活動情
報は不定期更新ブログ「オレンジ
な夕暮れ」など。

2日（土）　17 : 30～18 : 00

オルガンジャズルテットM4

北陸では珍しいオルガンジャズバ
ンド。2011年結成以来 県内外
のライブハウス、イベント、金沢ジ
ャズストリート、など精力的なラ
イブ活動を行なう。

2日（土）　18 : 15～19 : 45

金沢シニアウクレレ
オーケストラ

50～70歳代のシニア世代によ
るウクレレオーケストラ。現在会
員は32名。「ウクレレでコミュニ
ケーション。人生を一緒に楽しも
う」をモットーに各種イベントや
ボランティア活動を行う。

3日（日） 11 : 45～12 : 15

金沢室内管弦楽団

昭和61年に発足。毎年定期演奏
会を開催し、本年、第34回を数え
ます。「金沢市民音楽祭」「風と緑
の楽都音楽祭」など、地域の方々
との音楽文化交流も行っていま
す。

3日（日） 12 : 45～13 : 30

J-one

DJ/BEATMAKER。国産R＆B
を中 心にプレイ。金 沢 市に
「J-Records」というレコードシ
ョップを2019年にオープン。

3日（日） 13 : 30～14 : 30

nonchamp(ノンシャン)

柔らかさと強さが調和した類ま
れな歌声で家族や友達、大切な
ものと時間、生きることと死ぬこ
となど、独自の世界感を表現。ギ
ター弾き語りスタイルで、年間
100本以上ののライブを全国各
地で展開。

3日（日） 14 : 30～15 : 00

フルートキッズ

小中学生対象にしたフルートキッ
ズは今年度で開講7年目。月2
回、講師と共に楽しくフルートを
演奏しています。皆さんに楽しん
でいただけるよう、一生懸命演奏
します。

3日（日） 15 : 00～15 : 30

Liz.

金沢市でオリジナルを中心に活
動中のアコースティックバンドで
す。音楽を通じて色んな情景を皆
さまと感じたいと思います。3曲
入りのCD作成しました。
CDの曲も演奏します。

3日（日） 15 : 30～16 : 00

うさぎ会

篠笛のアンサンブルを演奏しま
す。

3日（日） 16 : 00～16 : 30

NEP＆GGK

HOUSE、TECHNO。北陸金沢
の音楽シーンを動画配信する
「SOMEWHERE CHANNEL」
を開設運営。コロナ禍以降の金
沢のクラブ音楽シーンの下支え
をしてきた。

3日（日） 16 : 30～17 : 30

JAZZ21

2005年5月に誕生した中・高生
から成るジュニア・ジャズ・オーケ
ストラです。金沢市民芸術村を拠
点にビッグバンドジャズを通して
音楽の楽しさ、醍醐味を体感。よ
り良い演奏表現を身につけること
を目的に練習しています。　

3日（日） 17 : 30～18 : 00

東いさお

金沢市在住のシンガーソングラ
イター。18才、フォークグループ
「あやつり人形」でアルバム「ごき
みっあん」（東芝EMI）を発表。27
才よりソロ、またロック・ブルース
バンドで活動。2019年2月 アル
バム「話そう」を発表。

3日（日） 18 : 00～18 : 30

音魂2021

10月2日（土）・3日（日）

出　　演　キッズ☆クルー 
特別出演　エイブルベランダBe 太鼓チーム 

PIT5
アート工房

PIT4
ミュージック工房

PIT2
ドラマ工房

PIT3
オープンスペース

講　師　岩井美佳

INTERVAL

レゲエ。北陸地方を中心に全国
で活躍中。Hi Vybz な MC と
Foundation ～ Brand New、
Dub Plate ～ 45 まで考え抜い
たSelection が持ち味。

2日（土）　15 : 30～16 : 00

毎年恒例、芸術村3工房合同企画は、市民のみなさんに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「ドラマ・ミュージック・アート」各工房が一丸
となって開催します。今年は芸術村開村25周年。芸術村はみなさんと共に春夏
秋冬×25年「100の季節」をめぐってまいりました。感謝と未来へつなげる日を一
緒に過ごしませんか。お気軽にお立ち寄りください。

オンライン配信はこちらから！
www.geimura.com/event/100season/

どの企画もすべて無料！

参加
無料

観覧
無料

出　演　うんダンスぷらうる
　　　　山田うん
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