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お気軽に
お越しくださ
い♪

金沢市民芸術村3 工房合同企画
2022年10月19日
（水）〜23日
（日）

毎年恒例、芸術村3工房合同企画は、
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
金沢泉鏡花フェスティバル2022と連携した催しを計画中。秋の芸術村で、泉鏡花の
物語世界を体感しましょう！お気軽にお立ち寄りください。

〒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
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金沢市民芸術村

金沢 駅

六枚
御影大橋
元車
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

香林

犀川大橋

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、

犀川

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。

坊
金沢城公園

片町
金沢21世紀
美術館

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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アート工 房

展覧会

Art-SITE vol.1 武内もも 個展

泉鏡花フェスティバル・３工房合同企画【鏡花の部屋Ⅱ】

体感！高野聖の映像屋敷

アートな仕事―ク vol.8

展覧会

無名の彫刻家展2022

アート×家庭、
2000年後を想像する

個展形式にてアーティストの作品とアート工房の空間性を

今年の三工房合同企画は泉鏡花フェスティバルとの合同

「石川の石を彫ろう2022」の参加者が、石川県産の戸室

2000年後の世界から今を見つめる柴川敏之氏（現代美

武内ももの個展を開催します。演劇の舞台演出にも関わり

工房空間に繰り広げます。
空間の中で五感を研ぎ澄ませて

をかけて制作した作品展。
また、子どもワークショップの作

での展示が、大きな話題となりました。柴川氏と妻でESD

枠を超えて広がること間違いなしです。

溢れる作品は、
見応え十分です。

お迎えし、子育てや介護など家庭の問題をポジティブに捉

繋ぎ、特異な意味を創発させる企画。第一回は陶芸作家、
ながら陶芸作品を作成する武内は、作品や陶芸の性質を
媒介として展示空間、作品鑑賞の時間、作品と対峙する身
体の関係を浮き彫りにします。

体感するインスタレーション。泉鏡花の物語世界が小説の

10月19日
（水）
〜23日
（日） 13：00 〜 17：00

9月24日
（土）〜10月6日
（木）
会場：PIT5アート工房

企画！アート工房では光と音で泉鏡花の世界観をアート

（最終日15：00終了）

入場無料

会場：PIT5アート工房

入場無料

石・日華石・滝ヶ原石に粘り強く向き合い、
コツコツと時間
品や講師の彫刻家の作品も展示します。
オリジナリティー

11月6日
（日）
〜13日
（日） 10：00 〜 18：00

（初日13：00〜 ／最終日17：00終了）
会場：PIT5アート工房

入場無料

術家）が、初めて自身の家庭をテーマにしたつなぎ美術館

研究者（持続可能な開発のための教育）の柴川弘子氏を

え、
社会全体の未来について一緒に考えます。

©

2000年後に発掘された家〜育児 真庭市蒜山ミュージアム 2022年

トーク
11月19日
（土）16：00 〜 18：00
会場：PIT5アート工房

参加無料

ミニ 展 示
11月19日
（土）
・20日
（日） 10：00 〜 17：00
会場：PIT5アート工房

展覧会

Art-SITE vol.2 菊谷達史

個展

Sym-企画公募

成果発表展

個展形式にてアーティストの作品とアート工房の空間性を

「Sym-」企画公募は、北陸3県（石川・富山・福井）在住ま

アニメーション作家でもある菊谷達史の個展を開催しま

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

繋ぎ、特異な意味を創発させる企画。第二回は画家であり

す。冬の開催に合わせて、
アウトドア、遊び、
ローカルなどの

モチーフを、絵画の記号性を拡張しながら空間に構成しま

す。

12月17日
（土）〜12月29日
（木）
会場：PIT5アート工房

入場無料

たはゆかりのある、
アーティスト、
キュレーターを対象とし
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。

2023年１月15日
（日）
〜1月29日
（日）

観覧無料

展覧会

Distance and ﬂow
金沢の若手アーティストが主導となり、全国の美術大学か

ら学生を一堂に集めて滞在制作方の展覧会を行います！
24時間運用可能な性質を利用しながら様々な地域の学

生や作家が直接創作活動を通した交流を図るアート工房

との共催企画。若いアーティストの制作のエネルギーを是
非体感してみてください！

＊休館日：1月24日〜26日

2023年3月

会場：PIT5アート工房

会場：PIT5アート工房

入場無料

子どもも大人も楽しめる
企画がもりだくさん！

DRAMA

ま〜す
ざい
うご
よ
は
お

演劇の楽しさ
お届けします☆

ドラ マ 工 房

さぁ！みんなで劇をみよう！

かなざわリージョナルシアター2022
「げきみる」
＼ お は ようご ざ い ま 〜 す ／

ゆるっと、朝劇！

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
北陸で活躍する劇団が、
ドラマ工房にて毎週末上演する演劇イベント

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

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！
「オープニン

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

グイベント」
や
「劇評講座」
も開催予定です。
さぁ！みんなで劇をみよう！

11月〜12月の毎週末

泉鏡花にまつわるあれこれを、鏡花案内人
（劇評家・鏡花

毎月１回、
朝７時半より開催

で気軽に話してみませんか？

9月11日
（日）
・10月29日(土)

浪漫好-Romance-／劇団血パンダ
（富山）／

講師：なかむらくるみ
（ダンスアーティスト / カラダ媒介人）

劇団羅針盤（上演順）

鏡花や舞台を九九九倍楽しむためのトーク

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。

「アサダカラカラダダ！」

【上演団体】 Agクルー／星稜高校演劇部＋星の劇団／

泉鏡花フェスティバル・３工房合同企画

詳細・申込：アクションプランウェブ

※11月以降のスケジュールや講師は秋にお知らせします。
お楽しみに！

記念館学芸員）
とともに、戯曲大賞作品を観劇後、みんな

10月22日
（土）19：00頃〜

10月23日
（日）13：30頃〜

※泉鏡花記念金沢戯曲大賞作品上演回終演後開催
会場：れんが亭

詳細・申込：アクションプランウェブ

ドラマ工房のプロになろう！

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。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!?

冬期：2023年1月23日(月)〜2月3日(金)
2023年度春期：2023年５月下旬予定
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

金 沢 の 演 劇 を 深 堀 り！研 究 員 募 集！

村立演劇研究所【準備室】

「金沢の演劇をアーカイブする」
「金沢の未来を展望する」
をテーマに、金沢の演劇の歴史や俳優教育法などについて

稽古ってどんなことをすればいいの？演技には何が必要な

の？脚本ってどう書くの？そんな疑問を解決する『ヒント』

た石川の劇団系統図「演劇マップ」
の製作等を行います。
研

する演劇人による演劇講座。

所』
設置に向け、インタビューや情報収集、金沢を中心とし
究員募集！

10月24日
（月）20：30〜（ポラリスミーテイング時）

※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。

未来の演劇人
〜バージョンアップ演劇講座〜

研究、記録に残し、未来につなげることを目的とする
『研究

【報告会】
※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。

演劇はもっと深く,もっと広く,そしてもっともっと楽しい！

会場：事務所棟和室

詳細：アクションプランウェブ

がここにあります！25 歳以下の方に向けた、北陸で活躍

2023年2月23日
（木・祝）
〜26日
（日）
３月27日
（月）
〜30日
（木）
会場：ドラマ工房

詳細・申込：アクションプランウェブ

MUSIC ミュージック工房

レジデント・コンサートvol.19【鏡花の部屋Ⅲ】

現代散楽
in 金沢泉鏡花フェスティバル2022
蘇るシルクロード音楽と超絶ジャグリング！

心躍る幻の芸能「散楽」
と
「泉鏡花」
の幻想的ステージ。

10月21日(金) 18：30 開演
10月22日(土) 13：00 開演

※両公演とも90分程を予定

泉鏡花フェスティバル・３工房合同企画

音魂2022
in ３工房合同企画「秋の幻想楽」
今年の音魂は金沢泉鏡花フェスティバルと併催。鏡花から

インスパイアされた楽曲や演出を多数用意しています。

幻想の名にふさわしい不思議だけど楽しいステージをお

一般 3,500円 学生・高校生以下 1,500円

でリトアニア出身のヴァイオリニスト
「ジドレ・ヴァイオリ

芸術村ではそんなみんなに、
フルートキッズ（小学生高学

10月23日
（日）13：30 開演予定

に染める2日間です。

いただけるフェアーなどを企画。芸術村をリトアニア一色

11月26日
（土）
・27日
（日）

会場：パフォーミングスクエア、里山の家など芸術村各施設

併催：ワークショップ

ダス”作り方ワークショップ。
リトアニアを身近に感じること
ができる、
“リトアニアカルチャー＆ピープル”の展示。

＊詳細はアクションプランウェブをご覧ください。
＊新型コロナウイルス感染状況や、
その他やむを得ない事情により、
内容が変更となることがあります。予めご了承ください。

フルートキッズ＆
フルートキッズプラス
「フルート吹いてみたいなー。
吹けるとかっこいいだろうな」

お部屋に飾る、
なぜか懐かしいホッとするオーナメント“ソ

音楽の楽しさ発見♪

カルチャーワークショップ

2022年は、
日本とリトアニアの国交開始100周年の年で

す。
ミュージック工房では、当工房レジデントアーティスト

ン」
さんのコンサートをはじめ、
リトアニアを身近に感じて

多数の出演ラインアップ予定。

チケット：アクションプランウェブ、芸術村窓口

「リトアニアと日本」
コンサート＆フェアー

楽しみください。

会場：PIT3オープンスペース

会場：パフォーミングスクエア

レジデント・コンサートvol.20

「部活でフルートになったけど、
いまいちわからないなー」

年）、
フルートキッズプラス
（中学・高校生）
のプログラムを

用意しています。
ワークショップは一年にわたり、
フルート
大大好きな講師が丁寧にフルートの基礎奏法からアンサ

ンブルまでをレクチャーします。終了時は発表会や外部で
のボランティア演奏も予定しています。

レッスン回数：毎月、
月2回
（キッズ）、
月1回
（プラス）程度
レッスン日時：土日、

午前午後いずれかで芸術村各施設にて開催

レッスン料金：キッズ40,000円、
キッズプラス24,000円

（一年間の金額、前後期2回・半額に分けて徴収。）

＊その他教材や必要な道具等が必要になります。
＊フルートはお貸し
（プラスチック製）
することも可能です。
台数に限りがあります。
＊2022年度は2022年4月〜2023年3月まで開講中。

