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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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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。

ワークショップ
オリジナルTシャツをつくろう！

5月28日（土）

会場：PIT5アート工房
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：各回先着7名　参加費：１,000円（Tシャツ代含む）
申込：芸術村窓口のみ

未就学時の親子を対象とした、アートを通して心と体と頭
をほぐす部活動です。ちょっとかわったお絵描きを楽しみま
しょう。

ワークショップ
アーチビ部

6月11日（土）

会場：PIT5アート工房
受付：開始15分前
対象：未就学児（２才～6才）とその親
定員：10組　　参加費：500円
申込： アクションプランウェブ　※事前申込み

夏至の夜に芸術村広場を幾千ものキャンドルの灯で彩る
恒例のイベント。幻想的な灯りに包まれながら語り合った
り、ゆったりとお過ごしください。

イベント
100万人のキャンドルナイトin芸術村

6月21日（火）

会場：PIT3オープンスペース・屋外広場　入場無料

こどもたちがアート工房をアトリエとして占拠します！
今年の素材は「粘土」です。さあ、何ができるのか一緒に挑
戦しましょう。

ワークショップ
こどもアトリエ化計画

7月30日（土）～8月６日（土）
会場：PIT5アート工房
対象：小学生
参加費：500円
申込： アクションプランウェブ　※事前申込み

ダンサー・フィルムアーティストの吉開菜央による音と映像
の個展を開催します。見るだけでなく、身体を直接刺激し、
感覚を揺さぶられる空間を是非ご体感ください。

展覧会
Art-SITE vol.1個展「吉開菜央」

9月23日(金）～10月6日（木）

初心者クラス
経験者クラス

10：00～12：00
14：00～16：00 10：00～12：00 20：00～22：00

会場：PIT5アート工房

北陸在住のアーティストの公募から選び抜
かれたグループが、ディレクタ-と「共に」企
画を練り込み、その成果を展覧会として発
表します。ぜひ、ご応募ください！

Sym－企画公募2022
金沢市民芸術村アート工房

〈 スケジュール 〉
7月　企画公募（募集期間7/1～7/31）
8月　アーティスト決定
2023年1月　成果発表

@ 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！

＊詳細は、アクションプランウェブをご覧ください。

アート工房では、年間を通し
て展覧会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」です。金沢の
夏至の風物詩「キャンドルナイト」などに携わってみません
か？お仲間を誘ってのご参加もOK！

アート工房サポートスタッフ

アートアンツ

サポートスタッフお申し込み
www.geimura.com/support/

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。

ぱふぉくるは、金沢市民芸術村パフォーミングス
クエアを中心に、舞台・音響・照明、動画配信など
のテクニカルサポーターや、受付・案内などのホ
ールサポーターとして活動している市民ボランテ
ィアグループです。芸術村の催しものをサポート
するほか、市内各文化施設で行われるイベントも
時々お手伝い。自分たちのスキルアップのための
技術講習を行なったり、企画・運営全てを自ら行
う「Power Live」を実施したりしながら、金沢の
文化活動を幅広く応援しています。市民の舞台を
陰で支える「スーパー裏方」を、一緒に楽しく目指
しませんか？

Pafokuru パフォーミングスクエア サポートスタッフ
『ぱふぉくる』

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



DRAMA ドラマ工房

＊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

演劇の楽しさ
お届けします☆

※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。　　※最新情報や詳細は、別途フライヤー・アクションプランウェブ・SNS等をご覧ください。

【上演団体】 石川・富山・福井で活躍する劇団・演劇カンパニー最大6団体予定

音楽の楽しさ発見♪

主に木曜日19:00～

19時頃

レジデント・コンサートvol.17
音の憶（オトノイ）

会場：パフォーミングスクエア
一般：4,000円　高校生以下：2,000円
チケット申込：アクションプランウェブ または芸術村窓口

2020年度レジデント・アーティスト 般若佳子（ヴィオラ）
による高橋悠治（作曲・ピアノ）、山根孝司（クラリネット）を
お招きしてのコンサート。高橋作品の新作初演も予定され
ています。是非、ご鑑賞ください。

開演14：004月23日(土)

芸術村フルートキッズ(小学生) と
フルートキッズぷらす（中高生）

土曜または日曜の午前中または午後・3時間のレッスン
（フルートキッズ月2回・フルートキッズぷらす月1回程度）

小学校 4・5・6 年生を対象としたフルートキッズと中高
生を対象としたフルートキッズぷらす。プロ講師陣が丁寧
にフルートの基礎奏法を指導し、ソロやアンサンブルに取
り組みます。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。

4月～2023年3月

ふだん着ティータイムコンサート
vol.25

14：00～ 子どものためのコンサート（ PIT3オープンスペース）
15：10～ 室内楽コンサート（PIT4ミュージック工房）
入場無料

オーケストラ・アンサンブル金沢が芸術村にやってくる！
子どものためのコンサートでは、大人気の指揮者体験コー
ナーでキミも指揮者になろう！室内楽コンサートでは
OEKメンバーがお気に入りの曲をセレクトし、この日だけ
のスペシャルアンサンブルでお届けします。

5月29日(日)

とことん音響講座 2022

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）
お申込み：アクションプランウェブまたは芸術村窓口

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、音響の基本的な知識を学び、実際にバンドのPA＆録音
エンジニアリングも行います。コンサート・イベントのサポ
ート体験機会も有ります。音響制作に興味のある方、一緒
に学びましょう！

5月から9月

レジデント・コンサートvol.18
in キャンドルナイト  「水を編む人々」

会場：PIT3オープンスペース
観覧無料

2021年度レジデント・アーティスト 平原慎士が「水を編
む人々」をテーマにした作品群を水上ステージで披露しま
す。他のレジデント・アーティストもゲスト参加して賑やか
な夏至の夜をお愉しみに！

6月21日(火) 

Percussion Festival 2022
in 金沢市民芸術村

会場：PIT3オープンスペース 　観覧無料

様々な打楽器演奏に親しめるミニ音楽祭。日本、アフリカ、
インド、南米などの民族楽器・打楽器が、多彩なゲストと
ともに登場します。各打楽器のワークショップを併催する
ほか、楽器を紹介するパネル展示や体験ブースを設けて、
小学生から大人まで楽しめる2日間です。

吹奏楽フェスティバル2022

会場：PIT3オープンスペース
観覧無料

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。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。

9月18日(日)

ゆるっと 朝劇！

早朝のちょっとした時間にカラダを動かしたり、声を出し
たり。お茶を飲みながら演劇にまつわるおしゃべりを聞い
たりしてみませんか？ゆるっと気軽にのぞいてみてくださ
い。

6月25日（土）、7月31日（日）、8月21日（日）
以降毎月1回開催

受講料：前後期各  キッズ20,000円、キッズぷらす12,000円

春期：5月16日(月)～27日(金)
冬期：2023年1月下旬予定

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。工房使用予定の方や舞台音
響・照明、舞台制作に興味のある方は、是非この機会に受講くだ
さい。一緒に学んで“ドラマ工房のプロ”になってみませんか!?

舞台技術者養成講座
ドラマ工房のプロになろう！

対　象：［新規講座］高校生以上
　　　  ［更新講座］各免許取得者
受講料：1講座につき500円

かなざわリージョナルシアター
2022「げきみる」

拝啓、北陸の演劇は元気です。

毎秋の芸術村を彩る「かなざわリージョナルシアターげきみる」では石川・富山・福
井で活躍する北陸の劇団が、ドラマ工房にて毎週末上演する演劇イベントです。
観客のみなさんと一緒に楽しむ企画も盛りだくさん！「劇評講座」も開催予定です。
さぁ！みんなで劇をみよう！

未来の演劇人～舞台技術講習会～

県内の高校演劇部員を対象に、石川県高校演劇合同発表
会に向けた舞台技術を学ぶ講座です。舞台人 P-TEC（ドラ
マ工房テクニカルスタッフ）が舞台づくりの疑問に丁寧に
お答えします！

7月16日（土）～17日（日）

インプロ・ワークショップ
とことんアナタの表現力アップ！

講師：絹川友梨　  対象：高校生以上

インプロとは「即興」！improvisationの略です。演劇や音楽、ダ
ンス等いろいろな芸術の創作・表現手段として古くから世界中
で行われています。即興演劇のワークショップを体験してみませ
んか？

8月4日（木）～6日（土）

カラダとココロで奏でるおしゃべりWS

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

カラダ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、
自分の体と心の「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。みんなで楽しくLet's 体奏！

8月予定

体奏おもしろワークショップ

11月～12月の毎週末

ドラマ工房では、様々な企画を創りあげていくメン
バーを募集しています。活動内容はドラマ工房主催
の事業の企画・運営・サポート。いろんな劇団・演劇
人と交流がもてる出逢いの場です。一緒にドラマ工
房、芸術村、金沢の演劇を盛り上げていきません
か？お待ちしています！

ポラリスドラマ工房サポートスタッフ

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

                または
　  dramakoubou@gmail.com

7月16日(土) 夕方 ジャムセッション・17日(日) 午後 コンサート

※詳細はアクションウェブに掲載予定。
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