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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

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

テーマ「100の季節～開村25周年～」をイメージさせる岩
井美佳氏の優美な染色作品を展示します。ワークショップ
ではみんなで大きな布を100色で染め上げ作品をつくり
ます。完成した布にどんな季節が浮かびあがるのか、お楽
しみに。

金沢市民芸術村3工房合同企画
岩井美佳「100色の絞り染めに挑戦！」

10：00～18：00 観覧無料

パフォーマンスや映像、プロジェクトを主として制作/活動
されているアーティストのうらあやかさんをお呼びし、展覧
会を開催します。価値観の異なる者同士が互いの身体を
通して（異なるまま）共存する方法を、アート工房を拠点と
して探ります。

展覧会
うらあやか　個展

11月17日（水）～30日（火）

「現代地方譚」は人口２万人の高知県須崎市のレジデンス
プログラムです。アートで町おこしはできるのか？コロナ禍
のレジデンスとは？その尖った活動に注目があつまる現代
地方譚実行委員の佐々木かおり氏と川鍋達氏をお迎えし
お話しいただきます。

アートな仕事－ク vol.7
地域を活気づける 「現代地方譚」とは

12月4日(土)・5日(日)

「Sym-」企画公募は、北陸3県（石川・富山・福井）
在住のアーティスト、キュレーターを対象としたグ
ループ展の企画を募集するものです。選び抜かれ
た者たちが、アート工房と共に実験的な場の創造
を試み、その成果を展覧会として発表します。

「Sym-」企画を公募  金沢市民芸術村アート工房

2022年１月15日（土）～１月23日（日）成果発表
会場：PIT5 アート工房

アッチコッチバッチで人気の高橋彩子氏が、世界各国から
収集した布をつなぎ合わせ、大きな布マップをつくる滞在
制作に挑みます。手縫いからうまれる布の世界旅行にでか
けてみませんか。
会期中、アートアンツによる“段ボールバッチ”のワークショ
ップも開催します。

アーティスト・イン・レジデンス
高橋彩子「布で世界を旅する」

展   示

①10：00　②11：30　③13：30　④15：00ワークショップ

展  示

トーク 12月4日（土）

10：00～18：00
会場：PIT5 アート工房　観覧無料

会  期

10月3日（日）会場：PIT5 アート工房

定員：各回10名　要事前申込　参加無料

2022年3月19日（土）～27日（日）展  示

トーク 3月19日（土）

10：00～18：00
会場：PIT5 アート工房　 観覧無料

＊作家滞在制作期間　3月16日～21日
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16：00～18：00 予定
会場：PIT5 アート工房　参加無料

会場：PIT5 アート工房　参加無料

10：00～18：00
会場：PIT5 アート工房　観覧無料

2021年7月
10月

企画公募
アーティスト決定

@ geijyutsumura

芸術村フェイスブック

芸術村インスタグラム

@ geijyutsumura

子どもも大人も楽しめる
企画がもりだくさん！

展覧会
無名の彫刻家展2021

「石川の石を彫ろう2021」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。また、講師の彫刻家の作品も展
示します。オリジナリティー溢れる作品は、鑑賞者を笑顔に
します。

10月17日（日）～24日（日） 
10：00～18：00　初日13時～　最終日12時終了
会場：PIT5 アート工房　 入場無料

『１００の季節～開村25周年～』
金沢市民芸術村３工房合同企画

10月2日（土）・3日（日） 　金沢市民芸術村　各工房　広場ほか

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
は開村25周年。芸術村は、みなさんと共に「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。

詳細 →
 www.geimura.com/event/100season/

＊詳細は、アクションプランウェブをご覧ください。

春夏秋冬 × 25年！100の季節をめぐりました



DRAMA ドラマ工房
演劇の楽しさ
お届けします☆

かなざわリージョナルシアター2021 「げきみる」

秋の芸術村を彩る「かなざわリージョナルシアター2021げきみ
る。７年目を迎える本年は石川だけではなく富山と福井の劇団も
参加！北陸で活躍する劇団・カンパニーが期間中の毎週末、上演
開催します。
さぁ、みんな劇をみよう！

12 

月

11 

月

北陸学院高校演劇部
7日（日）

ジュニア・クラブ

6日（土）

14日（日）
13日（土）

フガフガLaboratory  （福井）21日（日）
20日（土）

浪漫好‒Romance‒28日（日）
27日（土）

4日（土）
3日（金）

5日（日）
L  A  V  I  T

演劇ムーブメント えみてん（富山）12日（日）
11日（土）

18日（土）
17日（金）

19日（日）
劇団羅針盤

25日（土）
24日（金）

26日（日）
演芸列車「東西本線」

上演団体

13：00
13：00

13：00
13：00／17：00

11：00／15：00
19：00

11：00／14：00
14：00／19：00

14：00／19：00
20：00

11：00／14：00

13：00
14：00／19：00

16：00
20：00

14：00

14：00／19：00
19：30

13：00／17：00

＊詳細はアクションプランウェブをご覧ください。

MUSIC ミュージック工房

2022年1月24日（月）～2月6日（日）予定

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運営を行っています。「施設」
「綱元」「照明」「音響」の4種の講座をそれぞれ第一線で活躍されて
いるプロの講師や熟練の演劇舞台人、P-TEC(ドラマ工房テクニカ
ルスタッフ)が指導にあたります。ドラマ工房を利用予定の方はもちろ
ん、舞台・音響・照明に興味のある方、一緒に受講し学びましょう！
※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が必要で
す（施設・綱元は必修。1年毎に更新）

※詳細は12月発行の募集チラシならびにアクションプランウェブをご覧ください。

対　象：[ 新規講座 ] 高校生以上
　　　　[ 更新講座 ] 2021年1月の更新講座にて免許を取得された方
受講料：１講座につき500円

舞台技術者養成講座（冬期）

ワク☆ドキ！ドラマキッズプロジェクト
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

コドモもオトナもみんなで楽しむ「体奏」ワークショップ！力を抜けば
抜くほど力が出る「野口体操」をベースに、体をほぐしたり動かした
り、音や動きで対話することにより、じぶんの体と心の「あそび・スキ
マ・ワクワク」などを発見するコミュニケーションワークショップです。
言葉をつかわない「カラダとココロで奏でるおしゃべり」を体験して
みませんか？

2022年２月11日（金・祝）～2月13日（日）予定

講師：あらいたぽん（新井英夫・板坂記代子・ぽん松岡）
対象：こども・おとな・親子・体の不自由な方
※詳細は12月にアクションプランウェブにてお知らせします。

＊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。

※当日500円UP
※全公演期日指定

入場料：第３～８週
一般：1500円／学生：1000円 

入場料：第１～２週
一般：1000円／学生：500円

チケット（入場料）

www.geimura.com/drama/gekimiru2021

芸術村アクションプランウェブ
「げきみる2021WEB」

9月1日（水）チケットWEB予約開始
芸術村アクションプランウェブ、各劇団・カンパニー

石川県市民吹奏楽フェスティバル2021
in 金沢市民芸術村 音魂2021

レジデント・コンサート vol.15
mokoマリンバアンサンブル～響き合う木のぬくもり～

音魂 2021 in ３工房合同企画DAY

SoundBridge Virtual 2021（マレーシア）

和楽器フェスティバル2021「和の輪」

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。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実
習も行います。今年度も"ビートルズの音響解析"を実施予
定。音響制作に興味のある方、一緒に学びましょう！

7月から10月 主に木曜日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）
"ビートルズの音響解析（10/14・28）" のみの聴講料：2,000円（２回）

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
レーヤーや中学校吹奏楽部も参加。また、各団精鋭による
スペシャルバンドの演奏もあります。

９月26日（日） 10：00～14：00
会場：PIT3 オープンスペース、芝生広場
入場無料

会場：パフォーミングスクエア
入場料 一般 2,000円 中・高校生 500円
小学生以下 無料

12月4日（土）

会場：パフォーミングスクエア
入場料：一般2,500円、高校生以下1,000円
会場：パフォーミングスクエア
チケット申込：アクションプランWEB または 芸術村窓口

SoundBridge Music Festival 主催のインターネット上
で開催される音楽祭に芸術村レジデント・アーティスト企
画が参加します。

11月11日（木）～13日（土）
詳細はHPをご覧ください

とことん音響講座 2021

10月2日（土）・3日（日）
会場：
PIT4 ミュージック工房、PIT3 オープンスペース、芝生広場
入場無料

マリンバで奏でる音楽、アンサンブルの魅力を伝えるコン
サート。

昼の部　13：30開場　14：00開演
夜の部　18：00開場　18：30開演

「音魂」は、金沢市民芸術村利用者を中心としたコンサー
ト。今年は、芸術村25周年を記念して、県内ライブハウスや
クラブから、推薦DJ、シンガー、芸術村レジデント・アーテ
ィスト達も参加する楽しいステージが満載です。

小学4・5・6年生を対象としたフルートキッズと今年度より
新たに始まる中高生を対象としたフルートキッズぷらす。プ
ロ講師が丁寧に基礎奏法を指導し、ソロやアンサンブルに
取り組みます。発表会なども予定。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ませんか?

4月～2022年3月
キッズ月2回、キッズぷらす月1回程度
土曜または日曜の午前または午後、3時間のレッスン
受講料：前後期各 キッズ15,000円、キッズぷらす12,000円

芸術村フルートキッズ(小学生) ・
フルートキッズぷらす（中高生）（通年）

加賀万歳、浪曲、端唄などさまざまな音楽を楽しめるコン
サートフェスです。間近で、いろいろな和楽器の演奏を観
て、聴いて、体感してください。

11月14日（日）

レジデント・コンサートvol.16

2022年 初春 実施予定

2021年度レジデント・アーティストによる公演を準備中です。
詳細はHPをご覧ください

音楽の楽しさ発見♪

11月6日（土）～12月26日（日） 毎週末上演

出演：東家考太郎（浪曲）、加賀万歳保存会、
千本民枝（端唄）＋玉井明日子（語り）、和太鼓大地
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