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秋田県大館市 アートプロジ ェクト

ゼ ロ ダ テ ／ 大 館 展 2010
2010 年 8 月 12 日［木］-17 日［火］ 10:00 -18:00

会場
会
場：秋田県大館市 大町商店街 田町・栄町地区 御成町一〜四丁目 JR 大館駅周辺
主催：ゼロダテ ／ 大館展 実行委員会
〈共催〉大館市大町商店街振興組合 大館市御成町二丁目商店街振興組合 御成町南地区商店街振興組合 JR 大館駅 ZAC（ゼロダテ アート センター）
〈後援〉秋田県 大館市 秋田県教育委員会 大館市教育委員会 大館商工会議所 （社）大館市観光協会 （社）大館法人会大館支部 （社）
大館法人会大館支部青年部会
（社）
大館青年会議所 ＮＨＫ秋田放送局 ＡＢＳ秋田放送 ＡＫＴ秋田テレビ ＡＡＢ秋田朝日放送 朝日新聞秋田総局 毎日新聞秋田支局 読売新聞秋田支局
河北新報社 秋田魁新報社 北鹿新聞社 大館新報社 エフエム秋田 大館ケーブルテレビ
〈特別協賛〉
（7/12 時点）
大館医師団 （社）大館法人会大館支部 （社）大館法人会大館支部青年部会 北秋容器（株）（株）伊徳 三浦木材（株） 東光グループ
大館桂工業（株）（株）
大館製作所 （株）北鹿 戸田鉄工（株）・戸田精工（株） ケアセンター 一心堂 JA 葬祭センター 虹のホール 鳳凰山玉林寺
根田内科医院 佐々木内科医院 （有）大館孔版社

助成：芸術文化振興基金

秋田県芸術文化振興基金

大館駅前 朝市
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秋田県大館市アートプロジェクト

8 月 12 日［木］ オープニング イベント

ゼロダテ／大館展 2010
8 月 12 日［木］-17 日［火］ 10:00 -18:00

オープニングセレモニー 10：00〜

ゼロダテ美術展｜商店街での美術作品展示

オープニングパーティー 19：00〜
舞踏家大野一雄 追悼イベント

会場：秋田県大館市 大町商店街 御成町一〜四丁目
JR大館駅周辺 田町・栄町地区 他
ＪＲ大館駅から大町商店街まで約２kmにわたって作品を展示！
現代美術作家から高校生まで100人以上が幅広く参加する
ジャンルを超えた美術展。
小さな芸術家（第17回まちじゅう美術館）も同時開催。

ゼロ展 2010｜誰でも出品できるオープンな展覧会
会場：大館市御成町一丁目 朝市 他

展示作品募集中！

経験や肩書き、年齢や表現方法に関係なく誰でも出品出来る
オープンな展覧会。全国の個性溢れる作品が集結します。

［金］
募集締切：7 月 30 日

出品料：１点につき3,000円
自己搬出入、自己設営が出来る方は１点につき2,000円
搬入：8月9日（月）搬出：8月18日（水）
ZAC（ゼロダテアートセンター）までお問合せください。

［日］
特別企画：公開講評会 8 月 15 日

ゲスト：森司（東京アートポイント計画 ディレクター）
ロジャー・マクドナルド（AIT キュレーター）
中村 政人（東京藝術大学 准教授 3331 Arts Chiyoda 統括ディレクター）

オナリ座復活！｜旧映画館「オナリ座」の幕が再度上がります。
旧映画館「オナリ座」を利活用し、8月12日〜17日の会期中、大館に縁のある映画や映像の上映、
またパフォーマンス、ディスカッション、交流会など様々なイベントを開催します。

大館に縁ある映像作品を見ながら、映画館の今後を語るイベント
［金］ 16:00 -20:00 「好きだ、
オープニング プレミアイベント 8 月 13 日
」主演：宮崎あおい・瑛太（2003年）

石川寛監督と大館市ロケ地巡り開催決定!!

© HIROYASU DAIDO

8 月 14 日［土］ ハチ公プロレス・コンサート
プロレス 試合開始 14：00〜※開場は30分前です。 ODATE プロレス教室 11：00〜

○講師：気仙沼二郎・日向寺塁・佐々木大地
○対象：小学生以上のどなたでもご参加頂けます。
○定員：20人 ○参加料：無料
○ZAC(ゼロダテアートセンター)までお申し込みください。
※定員になり次第締め切ります。
（先着順）

【参戦選手】
ODATEマン・ディック東郷・MAZADA
ベアー福田・澤宗紀・野橋太郎・気仙沼二郎
日向寺塁・佐々木大地 他シークレット出場選手あり
※怪我などにより欠場選手が出る可能性があることご了承ください。

コンサート 開演16：00〜 ※開場は30分前です。
【出演アーティスト】
サイトウタクヤ・tako（武田あかり・高坂翔）
大沢しのぶ・ダックスムーン・meg

プロレス・コンサート共通券

ご予約はお電話とメールにて承ります。ZAC（ゼロダテアートセンター）までご連絡ください。

●特別リングサイド：前売3,000円 当日3,500円 ●フリーシート：前売1,500円 当日2,000円

8 月 15 日［日］ 芸大生のドライブ イン シアター
会場：商工会議所駐車場 18：30〜20:30 参加無料
商工会議所会館の外壁が大型スクリーンに！ 車に乗ったまま映画が楽しめるイベントです。
※FMラジオで音声を受信します。車以外でお越し頂く際はラジオを持ってご来場ください。

各イベントのお申し込み・ご予約・お問合せ先

バナー展示

昨年好評だった古着を活用したバナー（パッチワークのたれ幕）制作・展示を今年も実施！
今年はさらにぬいぐるみ作りや、数人のアーティストがバナーを使って、
個性あふれるアート作品を作り展示します。乞うご期待!！

バナーづくりワークショップ
7 月 18 日［日］ 10:30 -12:00 御成町二丁目コミュニティサロン（オダナギビル１階）
ZAC（ゼロダテ アートセンター）

ZAC カフェ＆インフォメーション｜会場マップやイベント情報など

会期中はZACがカフェ＆インフォメーションセンターに。ゼロダテの情報はこちらでどうぞ！アート観賞の合間にぜひご利用ください。

オナリ座

ゼロダテ／大館展 実行委員会事務局
ZAC（ゼロダテアートセンター）内
017-0841 秋田県大館市字大町9（大町バス停前）

｜アーティストのバナーを使ったものづくり

10:30 -12:00

会場時間未定

演出、美術、振付家として国内外で作品を上演する池宮中夫が、舞踏家大野一雄を追悼し、独舞を披露します。
※大野一雄〈1906年北海道生まれ、旧制大館中学校（現大館鳳鳴高校）卒業、2010年逝去〉

中村政人 石山拓真 池宮中夫 冨井大裕 成田康 根田穂美子 澤田弦吾 田口有希 福田千恵美 渡辺寛 熊谷周三 松渕得雅
大森鮎 ココラボラトリー 後藤仁 山本郁子 芝山昌也 阿部由布子 スダタカミツ 伊藤誠吾 村山修二郎 北岡竜行 栗原良彰 藤林悠
中村研一 崔允美 奥村昂子 小坂部尚吾 高川和也 ダン･ハーズ 本多すなほ 齋藤瑠璃子 湊哲一 捩子ぴじん akipon（ 小野崎晶）
20TN! 石井言絵 高橋沙綾 藤田知里 中澤真 清水亨 藩逸舟 松岡伸一 安達真由美 佐藤絵美子 武藤正悟 成田昭夫 濱松修司
石山金孝 松村六也 仙台正利 渡辺清隆 赤平光子 明石洋一 畠山忠光 横山美代子 渡辺あい子 田畑由子 日景チエ 伊藤桂子
佐藤多貴子 松橋功雄 松橋篤子 南部正子 工藤金雄 松橋和雄 田村浩 山内久男 沓澤芳子 押し花サロン 金田一静子 四ツ葉会
藤森光子 すみれ会 虻川はまこ 奥村洋子 和紙ちぎり絵 黒田ヒロ子 虹のホールカルチャー教室 吉田陽子 フラワークラブ
大館鳳鳴高校美術部 小さな芸術家（市内１３校小学生約1,300点）

7 月 25 日［日］

こみち

会場：ハチ公小径

出演：池宮中夫（ダンスカンパニーノマド〜s）

参加アーティスト

上映作品、スケジュールは別途ご確認下さい。

会場：JR大館駅前広場

特別企画：大館出身のサイトウタクヤが、今夏のゼロダテテーマソングを披露。
またダンスカンパニーノマド〜sの池宮中夫が大野一雄を追悼し、独舞を披露。

050 - 3332 - 3819 080 - 1692 - 4997
odate＠zero-date.com
チケットのご予約・ワークショップのお申し込みは、お電話かメールにて承ります。
メールでのお申し込みは、タイトルにイベント名をご記入頂き、氏名・年齢・住所・
電話番号・
（チケット券種・枚数）を明記の上、お申し込みください。
ホームページ

www.zero-date.com

市民サポーター募集中！

ゼロダテの活動は、市民の皆様のサポートにより成り立っています。一日でも半日でも大歓迎！
一緒にゼロダテを作りませんか！詳しくは、ZACまでご連絡ください。

商工会議所

御成町一〜四丁目

栄町
田町

大町商店街
ハチ公
小径

