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2020年 7月－12月
会場：秋田市中心市街地の各所にて開催



第1回 「未来の生き方をイメージする」

2020年8月8日（土）14:00 –16:15

ゲスト｜藤浩志（秋田公立美術大学・大学院教授‒美術）

　　　 棟久敬（秋田大学講師‒憲法）

聞き手｜鈴木祐丞（秋田県立大学助教‒哲学）

会場｜YouTubeチャンネル Akita Arts Center
（申込・登録不要、視聴無料 ※哲学カフェ参加ご希望の方は要申込）

※収録場所：にぎわい交流館 AU
（見学希望の方はお問い合わせください）

第3回　「発酵と創造」

2020年10月3日（土）※時間未定

ゲスト｜小倉ヒラク（発酵デザイナー）

聞き手｜石倉敏明

　　　（秋田公立美術大学・大学院准教授‒芸術人類学）

会場｜秋田市民俗芸能伝承館（ねぶり流し館）

　　　5F 第3練習室
　　   秋田市大町一丁目3-30

このまま続いていくと思われていた日常が、いま、大きく変化し始

めています。私たちの生活はこれからどうなっていくのか̶。秋田

の大学で教鞭を執る美術・憲法・哲学の専門家が語り合います。

新しい知識・視点に出会い、今よりちょっと先の生活について考えるトークイベント。

2020年度は、トーク後にゲストと参加者が意見を交わす「哲学カフェ」も行います。

「何かを始めてみたいけど、どうしていいかわからない」

「一緒に考える仲間がほしい！」「ちょっと相談してみた

い」̶ 。少しモヤモヤとした状態に、アイデアが隠れて

いるかもしれません。

オープニングに向けて、いろいろな形のプログラムに参

加して、考えたり、はじめる“練習”、してみましょう！

企画・活動、募集！
秋田市文化創造館でやってみたい企画
や活動の募集を9月から開始します！
コーディネーターがあなたのアイデア
の実現をサポート！
あなたのアイデアが文化創造館のオー
プニングで実現できるかも！？

虻川彩花
Ayaka Abukawa

秋田生まれ。秋田公立美術
大学在学中より、人との記憶
をテーマに作品づくりに取り
組む。

居村浩平
Kohei Imura

高知生まれ。成安造形大学
卒業後、福島に移住。人が人
を見ることについて疑問を持
ち表現活動を行う。

Profile

みんなで乾杯の練習
 創造支援事業

SPACE LABO
 創造実験事業

秋田市中心市街地の「まちの空間」

が、クリエイターの表現の舞台に！

駅前商業施設やマスメディア、駅の

壁面プロジェクションなどを「新しい

価値を生み出す実験的な場所」＝

「SPACE LABO」として見立て、全国から企画を募集
しています（締切：8月17日）。

11月1日（日）より、選出された企画がSPACE LABO
で実際に公開される予定です。公募しているのは、完成

作品ではなく、実現してみたい企画。

パフォーマンスなのか、展示なのか、映像なのか、音楽

なのか̶。見慣れた風景がどう生まれ変わるのか、新し

い表現に出会いに街へ繰り出してみてください。

公募期間：2020年7月1日（水）～8月17日（月）
公開期間：2020年11月1日（日）～28日（土）

［2020年度企画公開会場（SPACE LABO）］
①ABSラジオ「まちなかSESSIONエキマイク」番組
　内企画
②JR秋田駅サイネージ・壁面プロジェクション　
③秋田オーパ 1 F 吹き抜け
④フォンテAKITA 6F 情報発信コーナー

2020年度
レジデンスアーティスト

昨年度のSPACE LABOで選出された虻川彩花、居
村浩平の２名が、秋田市内で滞在制作を行い、その成

果を発表します。

公開期間：2020年11月1日（日）～28日（土）
（公開日はSNSや広報あきたでお知らせします）

第2回  「個性と多様性と̶自由にふるまい表現すること̶」

2020年8月30日（日）14:00 –16:15

ゲスト｜鈴木一郎太（（株）大と小とレフ取締役）

　　　 柚木恵介（アーティスト、秋田公立美術大学准教授

        ‒つくりかたつどいかたデザイン）

聞き手｜橋本誠（NPO法人アーツセンターあきたディレクター、
            アートプロデューサー）

会場｜にぎわい交流館 AU 2F 展示ホール
　　   秋田市中通一丁目4-1

第4回 「農業・遊び・絵本̶子どもが世界と出会うとき̶」

2020年12月13日（日）※時間未定

ゲスト｜菊地晃生（たそがれ野育園 園主）、

　　　 工藤留美（のはらむら 代表）

　　　 澁谷香織（絵本と紙もの すずらん舎 代表）

聞き手｜小熊隆博（ギャラリーものかたり 主宰）

会場｜あきた文化交流発信センター「ふれあーるAKITA」
　　   秋田市中通二丁目8-1 フォンテAKITA 6F

子どもや障害を持つ人をはじめ、多様な個性を持つ各々が、自由

にふるまい表現できる場所をデザインし、生み出してきた鈴木・

柚木両氏の活動をふり返りながら、人との距離のとり方、個性の

活かし方など、コミュニケーションの方法を見つめ直します。

申込方法
電話またはメールにて、下記の項目をお知らせください。

1代表者氏名（ふりがな）2参加人数  3電話番号
※メールの場合、件名に「未来の生活を考えるスクール第●回申込」と記載してください

〈申込先〉NPO法人アーツセンターあきた
TEL: 018-888-8137  Email: info@artscenter-akita.jp

哲学カフェ

各回のトーク後、哲学を専門とする鈴木氏が進行役となり、

参加者と一緒に意見を交わす哲学カフェを行います。

進行｜鈴木祐丞（秋田県立大学助教‒哲学）

『発酵文化人類学』の著者小倉氏をゲストに迎え、美術作家・音楽

家らとの共同制作活動も行う人類学者石倉氏が「発酵と創造」と

いう視点から話を聞きます。日本酒や味噌など発酵食に留まらず、

芸術・教育・仕事のあり方、目に見えないものとの関係、思想運動

や社会設計まで、「発酵」を軸に広がるトークにご注目ください。

秋田で農薬や化学肥料に頼らず稲・野菜づくりを行う菊地氏、お

もちゃと遊びの専門店を営む工藤氏、絵本をテーマに活動する

「すずらん舎」の澁谷氏を、「ギャラリーものかたり」を主宰する小

熊氏が迎え、これからの未来、子どもが世界とつながる方法を探

ります。

藤浩志 棟久敬 鈴木祐丞

小倉ヒラク 石倉敏明

鈴木一郎太 柚木恵介 橋本誠

菊地晃生 工藤留美

未来の生活を考えるスクール
機会の提供

澁谷香織 小熊隆博

新型コロナウイルス感染予防のため、以下の対応を行っています。
●施設の適切な換気
●消毒液の設置
●施設内や備品の定期的な消毒および清掃
●スタッフは体調管理を徹底し、手洗い・うがいに務めるとともに、マスク
　を着用し感染予防に努めます。

ご来場のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
●発熱や咳等の症状がある方、体調に不安のある方は、ご来場をお控え
　ください。
●マスク着用等、咳エチケットにご協力をお願いいたします。
●他の利用者と適切な距離を保つよう、ご協力をお願いいたします。

昨年度の企画名：
「秋田から始まるファッション
～個人ブティックを訪ねて～」

昨年度の企画名：
「目が合った人の真似をする」

フードグランプリ～限界飯編～

2020年8月23日（日）※オンライン開催

限界飯募集！ 辛かったときやお金がなかったときに生み
出したレシピ・エピソードを披露し合おう

ダイアリーシアター～千秋公園編～
2020年9月26日（土）

千秋公園での出来事をシナリオにして演じてみよう

文化創造館オーケストラ（仮）

11月～（予定）

秋田市文化創造館のオープニングで演奏する楽団をつくろう

デイ・ダンス・クリエイション

10月、12月（予定）

大人も子どもも一緒に、秋田市文化創造館のオープニング
で踊るオリジナルダンスをつくろう
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主催：秋田市　企画運営・お問い合わせ：NPO法人アーツセンターあきた   TEL: 018-888-8137   E-mail: info@artscenter-akita.jp   www.artscenter-akita.jp

秋田市が2019年度から実施している、秋田市文化創造館の開館に向けた機運を高めるためのさまざまなイベント・プロジェクトの愛称。

秋田では宴会の席で、参加者が全員集まる前に「乾杯の練習」と称して飲み始めてしまう慣習があることから発案されました。

秋田市文化創造館の開館（＝乾杯）前に、ちょっとだけ先に企画や活動を始めてみましょう。大丈夫、練習、練習。

www.2020akita.jp　　 　@2020akita

秋田市文化創造館とは
2021年3月に開館する、秋田市中心市街地の新たな文化施設。未来に向

けて新しい価値を生み出す「文化創造プロジェクト」の拠点ともなります。

藤田嗣治が描いた『秋田の行事』を所蔵・展示し、2013年に閉館した

「旧秋田県立美術館」の建物を、中心市街地「芸術文化ゾーン」の核として

活用するため、2020年11月まで改修工事を行っています。

プレ事業“乾杯ノ練習”とは

　　　●SPACE LABO公募開始（7/1～8/17）

　　　●未来の生活を考えるスクール 第 1回（8/8）
　　　●フードグランプリ～限界飯編～（8/23）
　　　●未来の生活を考えるスクール 第2回（8/30）

　　　●ダイアリーシアター～千秋公園編～（9/26）
　　　●秋田市文化創造館でやってみたい企画・
　　　　活動募集開始

　　　●未来の生活を考えるスクール 第3回（10/3）
　　　●デイ・ダンス・クリエイション 第 1回

　　　●SPACE LABO（公募・レジデンスアーティスト）
　　　　公開期間（11/1～28）
　　　●文化創造館オーケストラ（仮）第 1回

　　　●未来の生活を考えるスクール 第4回（12/13）
　　　●デイ・ダンス・クリエイション 第2回

▼

2021年
3月21日 秋田市文化創造館 開館！
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