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四鰺緻鰺―
埼玉県立近代美術館

一般展示室 全室 (入場無料)
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流を中心に位置づけ、

、海外アーティス

せています。・

2020 CAFネ ビユ

れた「埼玉美術の祭典」を出発点

しながら、2004年に現在の

CAF Nの Nは lNlebula(ネ ビュ

ます。アー トの交流力う局巻き状に

い時代に生きる人たちへ届く

コンセプトと表現の

してきました。地域とアートの交

して、近年力を入れてきた

、確かな実績となって果実を実ら

埼玉・メキシヨ合流点実行委員会

瑕

務■

策国警層
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己0己O CAFネピュラ展
ρOSI C∩ R3

一埼玉・メ専フコ合流点―

1 1.4;.1 1 J 5u o,oo-1 7,30
11月 9日 (月 )体館  最終日15:30まで

埼玉県立近代美術館
――隧颯鳳藤 鰤巫礫 晰贔辣》

特別企画

¨

請演

13100～ /展覧会場内

・アーティストトーク

1430～ 16100/展覧会場内

・オ=プニングセレモニー

16:30～ /展覧会場内
×飲食等のパーテイーは行いません

|]二 :=1=【 :=, ※雨天の場合 11/14(土 )

●ビバ |さ いたま・メキシヨフェスタ

ー合流点一

1300～1500/北 浦パE公園内

ワークショップ
「ツ ォンパ ン トリ (お 面 作 り )」

参加黄無料 ′どなたでも参力Πでき打

(llllま こちらで用意しまJ)

音楽演奏 ロス ラギー トス

主催 :2020 CAFネ ビ■ラ晨 埼玉 メ■シコ合流点実行委員会

協力 :ALMAこ GA
後援 :埼玉県 /埼 玉県教育委ミ会/さ いたま市教育委員会 /メ■シヨ大使館 /テ レ玉 /

FAI NACK5/埼 玉斯聞在/朝 日新闘さいたま総局/東京新聞さいたま支局 /

読売新聞さいたま支局/毎日新間さいたま支局/日 本建集美術工芸協会 ◎E雷覺
埼玉県文化振Ⅲ基金の■,を受 ,こ います

〒33● 00%埼玉県さいたま市高区辻3108にAFN協 会J

この事業は「オール埼玉で彩る文化プログラム公募事業」として

”

中
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青山洋子   小金富美子  中川和佳   松尾―男

功   小谷節也   中川矢□美   松丸健治

長沢晋一   松本安良

稔   中鴫令恵   南 照子

坂谷不□夫

永日ケイ子  峰岡 順

中根和美   宮下 泉

中村齋子   茂木秀夫

中谷れい子  百瀬裕明

新居妙子   森 竹巳

西村文男   森日順子

野口員木雄  森本昭宏

野□真理   森本恭代

野原―郎   八島久恵

野見山由美子 安日 淳

野村直子   矢野道彦

萩原万里子  やはた文明

橋本良子   」J本不□子

幡谷フ三コ  山本淑子

日下信介   青田佑子

平野雅子   よだみちよ

藤井智子   和田喜代

星 晃    渡辺有葵

穂積穀重

本田貴侶

須知鏡子

清野光男

疇琢榮峰

高稿輝夫

鷹嘴 直

田島不□子

田島 環

丹澤示□美

土田香奈子

鶴巻美智子

徳永陶子

0breg6n Hern6ndez

Saniamaria



己0己0 0AFネピュ爾展
―埼玉・メ革フコ合流点―特漏J企

D
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・講演
ConFerencia

13:00

パルミラ・パラモが語る
「メキシヨ芸術と死」
`Arte mexicano y mue「 te''

Palmira P6「amo

・アーティストトークCharb
de los artistas

i4:30～ 16:00

メキシヨの作家のメッセー
ジを日本の作家が伝える
Los arListaS iaponeSes

L「 a∩ smiten el me∩ sae delos
artistas mexica∩ os

・オープニング
｀
セレモニー

Ceremonia de ape「ヒu「a

16:30-

＜
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己020 CAFネピュラ展
―埼玉・メ革フコ合流点―

埼玉県立近代美術館
Blにて開催

:奉 :撃糞苺増彦:洟隧
:lil:■ :|::113幸 |=‐こ11.=:1■ |:

Saitama Bl

4[111)1ll.114輯 麒夢
10E00~t7:30
0ibimOdね 15:30[nttrada

(雨天の場合 11/14・ 土
En caso de L鮨 ua 14/1l s6bada

ビバさいたま・メキシヨフェスタ
ー合流点一

iViVAI Festival de Saitema mOxic。

ConFluencia

・ワークショップ

ァリ朋 )lF8り家留デザィ
ンによるお面「ツォンノ`ント
リ」に色をつける
PinLar la m6scara・ `T20mpantli''

Oise5o del artista mexlcano

Antar Tr可o

参加費無料 /どなたでも参加できす

Entrad8‖ bre77〔 udquiera puede parと にlpυr

〔材料はこちらで用意しますか、数:こ

限りがあります)

materialincluido,cuρ O lifrlitedo

O音楽演奏interp「etac6o
musical

i4:00-
ロスラギートス
ヒos La9uitos

主催 :CAFネ ビュラ展 埼玉。メキシヨ合流点実行委員会
htじp:〃www.caf・ n,oom
Ooo『 dinador:願 ecuじ iVO de[xposici6n OAR NObula Oo働 fitlencia Salじ allla‐ 1輌6xioo
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【ワークショップ】(taller)

このような形のお面に自由に色を付けるワークショップです。

(Es un La‖er en el que puedes colorearlibremente las rn6scaras de esta Forrna.)

ほ温編薪婚   ヴ紹鮮銹藝灘 慮責事
た、死と生まれ変わりの象徴として扱われてきました。
た
T20Fnpantli"

En elldioma de los a2ヒ eCeS de mOxicO,s19ni『ica pared de calaveras.En mё xicO,se ha

acostumbrado a deco「 8r esqり eletos ancestrales desde hace 2500… 3000 ぉ喬os.
Tambll∩ se he tratado corrlo un simbolo de rnuerte v reencarnaci6n.

【音楽演奏】hterpretac6∩ muJcd
ロスラギートスLos La9uitos

メキシヨベラクルス州の民衆音楽ソン・ハローチョの息吹を日本に伝える演奏集団
Un 9rupo de m6sicos que transrnite el aliento del So∩ 」arocho,sie∩ do este,la mOsica popu!ar de

lleracru2 e∩ Jap6∩ .

咸:|

20

響菫λ織 :を塁化多['こir聾①貪塁[1亀堡置隻l鷺壼菫量書晟漫[番

醐 癬 麒 i魃場躙 r購驀臨栃 蹴
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2017年 4月に固ス ラギニトスを結成 |

Formo Los Laguitos en abril de 2017


