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関係者各位　PRESS RELEASE

八戸市美術館

お問い合わせ先

八戸市美術館　031 - 0031 青森県八戸市大字番町 10 - 4　TEL｜0178 - 45 - 8338（代表電話）　FAX｜0178 - 24 - 4531　
E - mail｜art@city.hachinohe.aomori.jp　八戸市美術館公式 HP｜https://hachinohe - art - museum.jp　
担当者（広報）｜大澤、平井

8月、9月にプレイベントを開催！
八戸市美術館では、11月 3日（日・祝）の開館に向け、プレイベント「美術館のプロローグ」

を開催します。プレイベント第一弾を実施する 8月 8日（日）から数えて 88日目に開館を

迎えます。また、8月 8日（日）のカウントアップイベント（館長＆スタッフトーク「美術館のプロローグ」

内）で、今後 1年間の展覧会ラインナップを発表予定です。

2021年7月12日

プレイベント「美術館のプロローグ」

写真：田村友一郎

イベント一覧　

8月8日（日）

開館まで88日！　カウントアップイベント

大学連携ワークショップ「開館まで待てない！　みんなでチャレンジ88日間!! 
オリジナルカウンターボールを作ろう☆」

8月21日（土） 江頭誠アーティストトーク＋作品用柄毛布募集

8月26日（木） トークイベント「建築にみるこれからの美術館～八戸市美術館の可能性～」

9月17日（金）～20日（月・祝）八戸市文化協会選抜作家展

9月26日（日） 浅田政志アーティストトーク＋祭りのスナップ写真募集

Coming Soon 向井山朋子パフォーマンス「gift」ワークショップ
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八戸市美術館

見どころ

１　美術館内部のスペースが見学・撮影可能
ジャイアントルーム、スタジオ、ギャラリー、コレクションラボ、ブラックキューブ、ワークショッ
プルームを見学することができます。これらの部屋については、空間を区切るカーテンや
家具も揃った内部の写真や映像をお撮りいただけます。
※ホワイトキューブ等、一部の部屋はお入りいただけませんのでご了承ください。

２　さまざまなパートナーと共創するプレイベント　
八戸市文化協会、八戸学院地域連携研究センター、八戸市公会堂と協働して一部のプレ
イベントを実施します。

３　今後の展覧会ラインナップの発表
8月 8日（日）16：00～ 17：30の見学時間帯に行う、館長 &スタッフトーク「美術館の
プロローグ」では、今後 1年間の展覧会ラインナップを発表します。

４　話題の美術館の館長による建築トーク
最近リニューアルオープンした話題の美術館より館長を迎え、美術館建築を語るトークを
開催します。

５　開館記念「ギフト、ギフト、」関連プロジェクトスタート
開館記念「ギフト、ギフト、」に参加するアーティストたちによるプロジェクトを実施。作
品となる「柄毛布」集めや「祭りのスナップ写真」集め、また、パフォーマンスのためのワー
クショップ（アートファーマープロジェクト）を開催。
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八戸市美術館

イベント
8月 8日（日）　

開館まで 88日 !  カウントアップイベント
開館まで 88日となる 8月 8日に、開館準備中の美術館内を一般公開！  館内の見学とあ
わせて、様々なプログラムをお楽しみいただけます。

定員│各回 200名（要事前申込、先着順） 
申込方法│公式ホームページまたは往復はがき （住所、氏名、電話番号、人数［4名まで］、希望の回）［8月2日（月）必着］

①10:00～11:30 仙台フィルハーモニー管弦楽団ミニコンサート

②12:00～13:30 館内自由見学「なんもしない美術館」

③14:00～15:30 仙台フィルハーモニー管弦楽団ミニコンサート

④16:00～17:30　 館長＆スタッフトーク「美術館のプロローグ」

⑤18:00～19:00 館内自由見学「なんもしない美術館」

8月 8日（日）　

同時開催 大学連携ワークショップ
「開館まで待てない！ みんなでチャレンジ 88日間 !! 
オリジナルカウンターボールを作ろう☆」
美術館がオープンするまでの 88日間、自分で決めた目標にチャレンジながら日数をカウ
ントできるオリジナルカウンターボールをつくるワークショップを開催します。

時間│① 10：00～ 11：30　② 14：00～ 15：30（館内見学時間含む）　定員│各回 15名（要事前申込、先着順）
※詳細・申込みは八戸学院地域連携研究センター HPをご覧ください。 https://research.hachinohe - u.ac.jp　電話  0178 - 25 - 2789

［事業受託者：八戸学院地域連携研究センター  協力:現代芸術教室アートイズ］　

①③の回　仙台フィルハーモニー管弦楽団ミニコンサート
仙台フィルハーモニー管弦楽団のオーボエ首席奏者と弦楽奏者 3名によるアンサンブル
をお楽しみください。（①10:30～11:15、③14:30～15:15）　
［八戸市公会堂リニューアル記念「仙台フィルハーモニー管弦楽団ガラ・コンサート」関連企画］

②⑤の回　館内自由見学「なんもしない美術館」
展示もイベントもない美術館は今しかない !　「なんもしない」館内をゆっくり見学いただ
けます。

④の回　館長 &スタッフトーク「美術館のプロローグ」
美術館の目指す姿やこれからの活動について、館長やスタッフがお話しします。開館後
の展覧会ラインナップについても、発表予定です。（16:30～17:15）
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八戸市美術館

「青森アートミュージアム５館連携協議会」は、青森県内の５つのアートミュージアム - 青森公立
大学国際芸術センター青森（ACAC）、青森県立美術館、十和田市現代美術館、弘前れんが倉庫
美術館、八戸市美術館 - の連携の基盤として 2020年 7月 8日に設立されました。今後、5館
が連携し、青森のアートの魅力を国内外へ発信していきます。
2021年度は「建築」をテーマに各館で様々なプログラムを実施します。

公式ホームページ : https://aomorigokan.com

8月 21日（土）　

江頭誠アーティストトーク＋
作品用柄毛布募集　
柄毛布で立体物をつくる、開館記念「ギフト、ギフ
ト」参加アーティストの江頭誠さんが、作品について
のトークとあわせて、展覧会で制作する作品で使う
柄毛布を募集します。

時間│ 14：00～ 15：30　定員│ 30名（要事前申込、先着順）　
申込方法│電話（平日8:15～17:00）またはメール　
募集する柄毛布│ご不要の柄毛布（柄が大きい物、できればアクリル製、
汚れやカビがない物）　
その他│ 9月の八戸市文化協会選抜作家展期間中も柄毛布を
募集します。
配信│オンライン配信あり（八戸市美術館Youtube チャンネル）

©Kazue Kawase　画像提供：スパイラル／株
式会社ワコールアートセンター

8月 26日（木）　

トークイベント
「建築にみるこれからの美術館 ～八戸市美術館の可能性～」　
最近リニューアルオープンした美術館の館長をゲストに迎え、美術館建築を切り口に「こ
れからの美術館」を考え、八戸市美術館の可能性を探ります。八戸市美術館が連携し
ている「青森アートミュージアム 5館連携協議会」の今年度の共通テーマ「建築」にも
ちなんだイベントです。

パネリスト│日比野克彦氏（岐阜県美術館館長／熊本市現代美術館館長／アーティスト）、
青木淳氏（京都市京セラ美術館館長／建築家）、西澤徹夫氏・浅子佳英氏（八戸市美術館設計者代表）、
佐藤慎也 （八戸市美術館館長）　モデレーター│五十嵐太郎氏（建築史家）　
時間│ 18：00 ～ 20：00（受付 17：00～）　定員│ 100名（要事前申込、先着順）　
申込方法│電話（8:15～17:00）またはメール ［8月17日（火）締切］

配信│オンライン配信あり（八戸市美術館Youtube チャンネル）
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八戸市美術館

9月 17日（金）～ 20日（月・祝）　

八戸市文化協会選抜作家展
八戸市文化協会会員による展覧会を開催します。絵画、書、写真、プレストフラワー等、
多彩な作品をお楽しみください。

時間│ 10:00～ 19:00 （9月20日は15:00まで）

9月 26日（日）

浅田政志アーティストトーク＋
祭りのスナップ写真募集
みなさんが撮影した八戸三社大祭のスナップ写真を
大募集 !　開館記念「ギフト、ギフト、」参加アーティ
ストの写真家・浅田政志さんの作品と一緒に展示し
ます。トークとあわせて、お持ちいただいた祭りの写
真の受け取り・撮影をします。

時間│ 13:00～ 15:00　定員│ 30名（要事前申込、先着順）
申込方法│電話（平日8:15～17:00）またはメール
※写真はデータでお持ち込みいただくか、プリント写真はその場で浅田さんが撮
影し返却します。アルバムごとでもOK。

配信│オンライン配信あり（八戸市美術館Youtube チャンネル）

Coming Soon　 　

アートファーマープロジェクト
向井山朋子パフォーマンス
「gi�」ワークショップ

11月 14日（日）に開催する公演で、開館記念「ギフ
ト、ギフト、」参加アーティストのピアニスト・向井山
朋子さんによる音楽パフォーマンス作品「gi�」に出
演する方を募集します。それぞれにとっての「ギフト」
を考え、簡単な動作を重ねてパフォーマンスをつくる
ワークショップを実施します。

ファシリテーション│向井山朋子、磯島未来（振付家、八戸市出身）
日程│決定次第、美術館公式 HPで発表します。
定員│ 30名（要事前申込、先着順）　
申込方法│電話（平日8:15～17:00）またはメール
対象│今回のワークショップ、11月上旬［稽古、複数回］、 11月 13日
（土）［リハーサル］、11月 14日（日）［公演］ の全てにご参加いただけ
る方。

《A Live vol. 2：Canto Ostinato》 2020
©Tomoko Mukaiyama＋Reinier van 
Brummelen　［参考図版］　

©Takashi Kawashima
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八戸市美術館

お問い合わせ先

八戸市美術館　031 - 0031 青森県八戸市大字番町 10 - 4　TEL｜0178 - 45 - 8338（代表番号）　FAX｜0178 - 24 - 4531　
E - mail｜art@city.hachinohe.aomori.jp　八戸市美術館公式 HP｜https://hachinohe - art - museum.jp　
担当者（広報）｜大澤、平井

広報用画像

a　©Kazue Kawase　画像提供：スパイラル／株式会社ワコールアートセンター
b　《A Live vol. 2：Canto Ostinato》 2020、©Tomoko Mukaiyama ＋ Reinier van Brummelen

c　©Takashi Kawashima　
d　クレジット不要　　　　   

e　クレジット不要

広報用画像をご希望の方は、webページ「報道関係の皆様へ」に掲載の広報用画像借用申請書をご記入いただくか、
【 1.会社名 /組織名、2.媒体名・媒体の種類（雑誌、テレビ、webなど）、3.ご担当者名、4.ご連絡先、5.掲載／放送予定日、6.画
像到着希望日、7.ご希望の写真記号 】をメール等に明示の上、下記、お問い合わせ先までご連絡ください。

［画像の貸出条件］
● 画像は本企画・美術館の紹介の目的のみにお使いいただけます。 ● 画像データは第三者へ譲渡せず、使用後すみやかに消去してください。
● 画像のトリミングについては事前にご相談ください。　 ● 作品画像の上に図や文字を重ねることはできません。
● 画像を掲載、放送する際には、指定のクレジット表記を必ずいれてください。
● 画像を掲載、放送する前に、ゲラ等掲載案をお送りください。担当者が確認します。
● 新聞紙、雑誌、書籍等の印刷物に画像を使用する際は、八戸市美術館に 1部ご寄贈ください。

a b

d　　c e　


