
ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

10:00-16:00 キッズトリエンナーレ 石上和弘「私の心が雲に乗る！」 無料 8F 愛知県美術館ギャラリーJ ※事前申込み不要

10:30-12:00 パブリック・プログラム 視覚に障がいのある方との鑑賞会 無料 8・10F ※申込み受付終了

17:00-18:１0 映像プログラム ビル・モリソン『トリビュート-パルス』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間65分

19:00-20:10 映像プログラム 短編１「復活の物語」 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間計70分

18:00-19:30 パフォーミングアーツ 清水靖晃＋カール・ストーン『Just Breathing』
要チケット（前売4,000円、当日4,500円、学生
（前売）2,500円）

小ホール ※アフタートーク有

14:00-18:00 オープンアーキテクチャー 【名古屋陶磁器会館】 無料 名古屋市東区徳川1-10-3 ※申込み受付終了

13:00-15:30 パフォーミングアーツ 向井山朋子＋ジャン・カルマン『FALLING』パフォーマンス 要国際美術展チケット 岡崎シビコ5F ※時間中に断続的に公演します

9:00-17:00 モバイル・トリエンナーレ モバイル・トリエンナーレ in 東栄町 無料 旧東部小学校

13:30-16:30
モバイル・トリエンナーレ
ワークショップ

竹田尚史「コンセプチュアル・アート??」 無料 旧東部小学校・校舎内 ※対象　小学３年生～　要事前申込み　先着20名

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

10:00-16:00 キッズトリエンナーレ 石上和弘「私の心が雲に乗る！」 無料 8F 愛知県美術館ギャラリーJ ※事前申込み不要

14:00-15:30 パブリック・プログラム スポットライト：名和晃平 無料 12F アートスペースA ※事前申込み不要　先着200名

16:00-18:00 映像プログラム 土本典昭『原発切抜帖』＋ゲストトーク（正木基） 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間45分

18:00-20:30 映像プログラム 濱口竜介＋酒井耕『なみのおと』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA
※事前申込み不要　定員200名　上映時間計142
分

13:00-15:30 パフォーミングアーツ 向井山朋子＋ジャン・カルマン『FALLING』パフォーマンス 要国際美術展チケット 岡崎シビコ5F ※時間中に断続的に公演します

9:00-17:00 モバイル・トリエンナーレ モバイル・トリエンナーレ in 東栄町 無料 旧東部小学校

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

11:30- 13:00- 14:30-
16:00- 18:00- 19:30-

祝祭ウィーク事業 ART IN WONDERLAND「Re:ALICE リ・アリス」
要チケット（前売:A席2,500円、B席2,000円、
当日:A席3,000円、B席2,500円）

小ホール

19:00-20:30 祝祭ウィーク事業 くりもとようこ＆野々村明子　企画・構成「静かなる大地」
要チケット（全席自由2,500円　前売・当日同
一料金）

コンサートホール

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

17:00-18:10 映像プログラム 短編１「復活の物語」 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間計70分

18:00-20:50 祝祭ウィーク事業 Aichi Triennale 2013「トリプル・ビル」公演　「レ・シルフィード／火の鳥／ダッタン人の踊り」
要チケット（S席5,500円、A席4,500円、B席
3,000円　前売・当日同一料金）

大ホール

19:00-20:40 映像プログラム チャオ・イエ『ジャライノール』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間92分

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

17:00-18:30 映像プログラム ミケランジェロ・フランマルティーノ『四つのいのち』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間88分

19:00-21:00 映像プログラム 三宅唱『Playback』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間113分

19:00-20:30 祝祭ウィーク事業 光の記憶　第二章　～KAGUYA～
要チケット（前売:指定席3,000円、自由席
1,500円　当日:指定席3,500円、自由席2,000
円）

コンサートホール

19:00-21:00 祝祭ウィーク事業 サ××ド・オブ・ミュージック
要チケット（前売一般2,500円、高校生以下
1,500円　当日一般2,800円、高校生以下
1,800円）

小ホール

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

10:30-12:00
14:00-15:30

パブリック・プログラム 視覚に障がいのある方との鑑賞会 無料 8・10F
※要事前申込み　先着10名　対象　視覚に障がい
のある高校生以上の方

17:00-18:１0 映像プログラム ビル・モリソン『トリビュート-パルス』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間65分

18:30-20:30 祝祭ウィーク事業 あいちトリエンナーレ2013祝祭ウィーク「ショービジネスに乾杯！」
要チケット（全席自由2,000円、高校生以下
1,500円　前売・当日同一料金）

大ホール

18:30-21:00 祝祭ウィーク事業 音楽の未来形 vol.1～geidai-ongaku 「～～新作室内楽・電子音響音楽フェスト～～」
要チケット（全席自由前売2,500円、当日
3,000円）

小ホール

19:00-20:10 映像プログラム 短編２「若人の大地」 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間計67分

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

17:00-19:00 映像プログラム 土本典昭『原発切抜帖』＋ゲストトーク（津田大介） 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間45分

18:45-20:30 祝祭ウィーク事業 モーツァルト　～３台のグランドピアノの祝典
要チケット（全席自由3,000円　前売・当日同
一料金）

コンサートホール

19:00-20:10 映像プログラム 短編１「復活の物語」 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間計70分

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

14:00-15:30 パブリック・プログラム スポットライト：ダン・ペルジョヴスキ 無料 12F アートスペースH ※事前申込み不要　先着50名

14:00-16:00 キッズトリエンナーレ 宮田篤「微分帖／ビブンマンガ／びぶんえほん」 無料 8F 愛知県美術館ギャラリーJ
※要事前申込み　先着15名　対象　中学生以上
2日間とも参加出来る方

14:00-16:00
18:00-20:00

祝祭ウィーク事業 NEXT SPRING　<オアシス／火の鳥>
要チケット（全席指定S席6,000円、A席5,000
円、B席3,000円　前売・当日同一料金）

大ホール

14:30-16:30
18:30-20:30

祝祭ウィーク事業 コンテンポラリーダンス2013「空間飛行」
要チケット（全席自由3,000円　前売・当日同
一料金）

小ホール

15:00-16:00 パブリック・プログラム
せんだいスクール・オブ・デザイン　あいちトリエンナーレ分校　オープニングレクチャー「せんだい
スクール・オブ・デザインとは」（本江正茂、五十嵐太郎、石田壽一、小野田泰明（東北大学大学院
都市・建築学専攻、SSD運営委員））

無料 12F アートスペースG ※事前申込み不要 先着60名

15:00-17:30 祝祭ウィーク事業 あいちの声楽家たちによる“異人たちの響演”
要チケット（全席自由ペア7,000円、一般4,000
円、学生2,000円　前売・当日同一料金）

コンサートホール ※未就学児入場不可

16:00-18:00 パブリック・プログラム せんだいスクール・オブ・デザイン　あいちトリエンナーレ分校　ワークショップ 無料 12F アートスペースG
※要事前申込み（9/30まで）下記HP参照
http://sendaischoolofdesign.jp/entry/ssdeaichi

16:00-18:00 映像プログラム 短編１「復活の物語」＋キュレータートーク 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間計70分

19:00-20:10 映像プログラム ビル・モリソン『トリビュート-パルス』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間65分

17:00-18:00 パブリック・プログラム 横山裕一フロアトーク 無料 吉田商事株式会社1F ※事前申込み不要　先着30名

13:00-15:30 パフォーミングアーツ 向井山朋子＋ジャン・カルマン『FALLING』パフォーマンス 要国際美術展チケット 岡崎シビコ5F ※時間中に断続的に公演します

15:00-16:30 まちトリ　トーク トリエンナーレの裏側　岡崎編（拝戸雅彦×山岸綾） 無料 岡崎シビコ6Fスタジオ ※事前申込み不要　先着50名

14:15-15:45 オープンアーキテクチャー 【コルゲートハウス】 無料 豊橋市 ※申込み受付終了

ジ　ャ　ン　ル イ　ベ　ン　ト　名 チ　ケ　ッ　ト 実　施　場　所 備　考

8:50-16:00 パブリック・プログラム せんだいスクール・オブ・デザイン　あいちトリエンナーレ分校　ワークショップ 無料 12F アートスペースGほか
※要事前申込み（9/30まで）一部申込み不要のも
のもあり（下記HP参照）
http://sendaischoolofdesign.jp/entry/ssdeaichi

14:00-16:00 キッズトリエンナーレ 宮田篤「微分帖／ビブンマンガ／びぶんえほん」 無料 8F 愛知県美術館ギャラリーJ
※要事前申込み　先着15名　対象　中学生以上
2日間とも参加出来る方

15:00-16:00 祝祭ウィーク事業 Anthology of American Jazz Dance
要チケット（全席自由前売3,000円、当日
3,500円）

小ホール

16:00-18:00 パブリック・プログラム 藤村龍至／あいちプロジェクト　パブリックミーティング第5回 最終発表 無料 12F アートスペースE･F ※事前申込み不要　先着60名

17:00-20:00 祝祭ウィーク事業 ジャズ・ラブ・オーケストラと素敵な仲間達
要チケット（全席自由前売3,800円、当日
4,000円）

大ホール

17:00-18:30 映像プログラム ミケランジェロ・フランマルティーノ『四つのいのち』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間88分

17:30-19:30 祝祭ウィーク事業 オペラティックな現代日本歌曲とブラームス歌曲集「マゲローネのロマンス」演奏会
要チケット（全席自由前売3,000円、当日
3,500円）

コンサートホール ※未就学児入場不可

19:00-21:00 映像プログラム 三宅唱『Playback』 要国際美術展チケット 12F アートスペースA ※事前申込み不要　定員200名　上映時間113分

13:00-15:00 まちトリ　ツアー 長者町くんとまわる！あいちトリエンナーレ2013企画コンペツアー（B日程） 要国際美術展チケット 長者町会場
※事前申込み不要　定員20名　集合場所：アート
ラボあいち

19:00-20:30 パブリック・プログラム
せんだいスクール・オブ・デザイン　あいちトリエンナーレ分校　クロージングトークイベント「デザイ
ンとローカリティ」（稀温（デザインコーディネーター） × 本江正茂（SSD運営委員長））

無料 名古屋テレビ塔2F特設会場 ※事前申込み不要 先着50名

13:00-15:30 パフォーミングアーツ 向井山朋子＋ジャン・カルマン『FALLING』パフォーマンス 要国際美術展チケット 岡崎シビコ5F ※時間中に断続的に公演します

その他  [名古屋]

康生会場  [岡崎]

その他  [豊橋市]

【１０月６日（日）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

長者町会場  [名古屋]

【１０月５日（土）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

長者町会場  [名古屋]

康生会場  [岡崎]

【１０月３日（木）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

【１０月４日（金）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

【１０月１日（火）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

【１０月２日（水）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

康生会場  [岡崎]

その他  [東栄町]

【９月３０日（月）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

康生会場  [岡崎]

その他  [東栄町]

【９月２９日（日）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

　　　　　　　　　　　　あ い ち ト リ エ ン ナ ー レ イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル　【　９　月　２ ８　日　（土）　～　１ ０　月　６　日　（日）　】　　　　　　　　　※9月27日（金）現在

【９月２８日（土）】

愛知芸術文化センター  [名古屋]

その他  [名古屋]



○観覧に予約が必要な作品について 

以下の作品については、予約券を全て当日、先着順で発行します。氏名を記入いただき、国際美術展チケット

をご提示いただいた方に１枚、希望時間帯の予約券をお渡しします。 

 

作品① 藤森照信作品「空飛ぶ泥舟」（作品番号 B-06） 

【受付場所・時間】名古屋市美術館の東側（屋外）同作品前 9：30～16：30 

【定員】各回６名（9：30 から 16：30 まで（１回 20 分）） ※対象は小学生以上 

【予約券配布開始時間】午前 9：30  ※予定枚数発行次第、予約終了となります。 

※はしごをのぼって作品内に入っていただくため、動きやすい服装でお越しください。 

 

作品② 石上純也作品（作品番号 A-12） 

【受付場所・時間】愛知県美術館 10 階インフォメーション 10：00～17：30（金～19：30） 

【定員】各回４名（10：30 から１回 10 分ごと） 

【予約券配布開始時間】午前 10：00  ※予定枚数発行次第、予約終了となります。 

 

作品③ 平田五郎≪Mind Space - 空中の庭園≫（作品番号Ａ－１１） 

【受付場所・時間】 愛知県美術館 10 階同作品前 10：00～17：20（金～19：20） 

【予約券配布開始時間】午前 10：00  ※予定枚数発行次第、予約終了となります。 

※衣服や手荷物に蝋（ろう）が付着することをご承知おきください。 

※作品内は大変狭くなっておりますので、閉所が苦手な方はご遠慮ください。 

 
○ボランティアガイドツアーの日程 

 日 程 （所要時間 45 分程度） 備   考 

愛知芸術文化センター

10 階 

毎日 

①10:30 ②14:30 ③18:00（金曜のみ） 

・集合場所：10 階ロビー 

・毎週土曜日 10：30～聴覚障がい者のため

の筆談ツアー 

愛知芸術文化センター 

8 階 

毎日 

①11:45 ②15:45 ③18:45（金曜のみ） 

・集合場所：８階ロビー 

・毎週土曜日 1１：45～聴覚障がい者のため

の筆談ツアー 

名古屋市美術館 会期中の木・土・日曜日と祝日   

①10:00 ②13:00 

・集合場所：正面エントランス 

・10 月 12 日(土)は 13：00 のみ。 

長者町会場 会期中の土・日曜日と祝日   

①11:30 ②16:30 

・集合場所：アートラボあいち 

納屋橋会場 会期中の土・日曜日と祝日 ①14:00 ・集合場所：東陽倉庫テナントビル 2 階 

康生会場 会期中の土・日曜日と祝日 ①14:00 ・集合場所：岡崎シビコ１階 

※都合によりガイドを中止する場合があります。 

※筆談ツアーは開始時刻までに 10 階もしくは 8 階インフォメーションにてお申し出ください。 

 

○主要７会場の開館時間 

会  場 開  館  時  間 9 月 28 日（土）～ 

10 月 6 日（日）の休館日 

愛知芸術文化センター 10:00-18:00 （金-20:00） ※入館は閉館の 30 分前まで 9 月 30 日（月） 

名古屋市美術館 9:30-17:00 （金-20:00） ※入館は閉館の 30 分前まで 9 月 30 日（月） 

長者町会場 11:00-19:00 （金-20:00） ※入館は閉館の 15 分前まで  

納屋橋会場 11:00-19:00 （金-20:00） ※入館は閉館の 30 分前まで 9 月 30 日（月） 

東岡崎駅会場 11:00-19:00 （金-20:00） ※入館は閉館の 15 分前まで  

康生会場 11:00-19:00 ※入館は閉館の 15 分前まで（岡崎シビコ

のみ 30 分前まで） 

 

松本町会場 11:00-19:00 ※入館は閉館の 15 分前まで  

 

○土日限定開催・プリント工房「小栗家」 

 あいちトリエンナーレ 2013参加アーティストによるオリジナル図版を、Tシャツやバッグに、刷る色やプリントする

位置を自由に決めて、自分だけのオリジナル商品をつくれる企画です。大体 10 分ほどで完成、そのままお持ち

帰りできます。T シャツは１刷りで 1470 円～、トートバッグは 893 円～。是非お見逃しなく！ 

場所：愛知芸術文化センターB2F エスカレーター下  日時：トリエンナーレ会期中の土日限定（10:00～17:00） 

 

○お問い合わせ 

あいちトリエンナーレ実行委員会事務局 

TEL:052-971-6111 FAX：052-971-6115 E-mail：geijutsusai@pref.aichi.lg.jp 


	0928イベントスケジュール（会場配布）
	2509028　イベントスケジュール（裏面）

