《川に着く前に橋を渡るな》2008年, ジブラルタル海峡
Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008, Strait of Gibraltar
Video and photographic documentation of an action photo: Jorge Golem

ア ー ト

歩 くことから 物 語がはじ まる

2013 年 10月26日
（土）- 2014年 1 月26日
（日）
October 26(Sat), 2013 - January 26(Sun), 2014

広島市現代美術館
Hiroshima City Museum of Contemporary Art
www.hiroshima-moca.jp
開館時間：10:00〜17:00
《コレクター》1990年-92年, フェリペ・サナブリアとのコラボレーション, メキシコシティ
The Collector, 1990-92, In collabolation with Felipe Sanabria, Mexico City
Video documentation of an action photo: Ian Dryden

1月25日、26日は19:00まで
（入場は閉館の30分前まで）
休館日：月曜日
（ただし祝休日の場合は開館、翌日休館）
および12月27日−1月1日
主催：広島市現代美術館
協力：ベルギー大使館
後援：広島県

中国新聞社

公益財団法人フランダースセンター

広島市教育委員会

広島エフエム放送

尾道エフエム放送

観覧料：一般¥1,000（¥800） 大学生¥700（¥600）
高校生・65歳以上¥500（¥400）
※（

）
内は、前売り及び30名以上の団体料金

※11月3日
（文化の日）
は全館無料

メトロポリスを 歩く 、 海峡を渡る 。
世界は歩くことから見えてくる。
建築家としてスタートしたフランシス・アリス
（1959

を本格的に紹介します。

年ベルギー生まれ）
は、1980年代にメキシコに移り

具体的な行為によって社会的、政治的な問題を

住んでから美術家としての活動へと移行していき

寓話化していくアリスの手法は、高い国際的評価

ました。街の中を歩き回り、
アクションを行い、
これを

を得てきました。詩的で親しみやすい物語の力に

ドローイング、絵画、映像、写真など、多様で横断的

よって、作品は多くの人が共有出来る普遍的な

な方法によって作品へと作り上げていきます。アリ

テーマを帯びています。歩くことから世界を見つめ、

講師：クアウテモック・メディナ
（批評家／メキシコ国立自治

スが試みた、
１日中大きな氷の塊を押し続ける、竜

日常の中から物語を紡ぎ出すアリスは、現実のジ

フランシス・アリスの大規模プロジェクトの実現に深く関わっ

巻の中に飛び込む、
といった子どもの遊びのよう

レンマに対しても、新たな打開へとうながす想像力

たキュレーター、
メディナ氏に、
アリスについて、
メキシコの現

な行為は、大変な労力を費やしてもそれが報われな

の豊かな可能性を私たちに気がつかせてくれます。

［関連プログラム］
オープニング特別講演会
「フランシス・アリスの実践とメキシコの現代美術シーン」
日時：10月26日
（土）14:00〜15:30
会場：
ミュージアムスタジオ
（申込不要・聴講無料）
大学附属現代美術館チーフキュレーター）

代美術についてお話しいただきます。

い社会の矛盾や不条理を浮かび上がらせます。

フランシス・アリス映像作品
《 衛兵（Guards）》特別上映
日時：12月7日
（土）、8日
（日）

本展はアリスが移り住んだメキシコシティを舞台に、 フランシス・アリス Francis Alÿs
1959年ベルギー、アントワープ生まれ。
メキシコシティ在住。ヴェネ
アーティスト自身が様々なアクションを行った初期

10:30〜
（リピート上映）
会場：
ミュージアムスタジオ

の代表作の数々から、
ヨーロッパとアフリカを隔て

ツィアで建築を学んだ後、1986年にメキシコに渡る。建築家として

るジブラルタル海峡を、2つの大陸双方から渡る

メキシコをはじめラテンアメリカ社会の寓意に満ちた作品を制作、

が、次第に隊列を組んでいく奇跡のような出会いの物語を

子どもたちの列によって橋のように繋ごうと試みた

90年代後半より数々の国際展に出品している。ロンドンのテート・モ

２日間限定で終日上映します。※上映時間30分/回

壮大な新作プロジェクトまで、
アリスの勇敢な実践

（申込不要・無料）

活動をはじめるも80年代末よりアーティストとして作品制作を行う。

ダン
（2010年）
、
ニューヨーク近代美術館
（2011年）
で大規模な個展

《衛兵》2004-05年

ロンドンの街中で別々に行進をはじめた 64人の衛兵たち

学芸員によるギャラリー・トーク

が巡回開催。
ドクメンタ13
（2012年）
に参加。

（申込不要・要特別展チケット）
日時：10月27日
（日）、2014年1月19日
（日）14:00〜15:00
キッズ・ワークショップ
○メキシコのくす玉『ピニャータ』
を作ろう！
日時：12月22日
（日）14:00〜15:30（終了予定）
会場：
ミュージアムスタジオ
講師：オマル・ロサレス
（アーティスト）
定員：30名（親子での参加も可）、対象：5才以上
要事前申込・参加無料（保護者のみ要特別展チケット）
メキシコでは、お祭りや誕生日など子どものお祝いに、お菓
子やおもちゃの入った紙製のくす玉「ピニャータ」
を吊り、
これを叩いて割ります。みんなでカラフルなピニャータを作
りましょう。完成したピニャータは館内に展示し、2014年1
月11日14:00から割ります。
［申込方法］参加者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話
番号を明記の上、当館ウェブサイト上の応募フォーム、
または往
2

復はがきでご応募下さい。12月10日
（火）必着（応募フォームは
同日17時まで）※一通につき2組まで応募可。応募者多数の
場合は抽選し、当選者のみ12月15日頃までにご連絡します。郵
送先：〒732-0815広島市南区比治山公園１−１ 広島市現
代美術館「ピニャータ」係

○世界中に橋をかけよう
日時：2014 年 1 月1 1日
（土）開館時間中
会場：エントランスホール
（申込不要・参加無料）
1

3

4

紙や割り箸などを使って橋を作り、大きな世界地図の上で
様々な国の間にかけていきます。

1.《 川に着く前に橋を渡るな 》2008年, ジブラルタル海峡, Photo: Jorge Golem
の記録映像 5分, Photo: Enrique Huerta

2.《 実践のパラドクス1
（ときには何にもならないこともする）
》1997年, メキシコシティ, アクション

3.《「川に着く前に橋を渡るな」のための習作 》油彩、鉛筆／トレーシング・ペーパー 4.《トルネード 》2000-10年, ミルパ・アルタ,

※14:00からピニャータ割りを行います。

アクションの記録映像, Photo: Jorge Golem

［前売券販売所］

［交通案内］

2014年1月26日
（日）
まで ／

広 島 駅から ／【路面電車】5番「広島港」行き→「比治山下」下車、約

チケットぴあ
（Pコード：765-893）、
フジグランサービスカウンター
（広島店

500m 【バス】①広島バス
（26-1番系統）
「 旭町」行き②広島バス
（31番

1階、ナタリー店1階、高陽店1階、緑井店1階）、
エディオン広島本店本館

系統）
「県病院」行き③広電バス
（5番系統）
「大学病院」行き→「段原中央」

8 階プレイガイド、福 屋 友の会 受 付（ 八 丁 堀 本 店７階 、駅 前 店７階 ）、

下車、
動く歩道比治山スカイウォーク経由で約700m 【タクシー】
約10分

広島大学消費生活協同組合、
ひろしま夢ぷらざ、安芸美材、GALERIE
青鞜、
ガレリア・レイノ、
ギャラリーヨコタ、木利画材、
ピカソ画房、
ブラック
画材、
ムッシムパネン、中国新聞社

紙屋町から ／【バス】紙屋町（県庁前）
バス停、広島バス
（23-1番系統）
「大学病院」行き
（比治山トンネル経由）→「段原中央」下車、動く歩道比
治山スカイウォーク経由で約550m

10月25日
（金）
まで ／

八丁堀から ／【バス】八丁堀（LABI広島前）
バス停①広島バス
（23-1番

広島市現代美術館ミュージアムショップ

系統）
「 大学病院」行き
（比治山トンネル経由）②広電バス
（12番系統）
「旭町」行き→「段原中央」下車、動く歩道比治山スカイウォーク経由で

［同時開催］

約550m

○コレクション展2013—Ⅱ サイト＝ヒロシマ 〜11月4日
（月・祝）
○岡本太郎《明日の神話》原画特別展示
○ゲンビどこでも企画公募2013展

〜1 1月4日
（月・祝）

1 1月2日
（土）
〜 24日
（日）

○コレクション展2013—Ⅲ 11月16日
（土）〜2014年2月23日
（日）

［次回開催］
○アトリエ・ワン展 2014年2月15日
（土）〜5月6日
（火・祝）

●市内巡回バス
「ひろしま めいぷるーぷ」→「現代美術館前」下車、
約100m

［駐車場］
美術館専用の駐車場はございませんので、周辺の駐車場をご利用ください
①比治山公園内
（約120台分無料、利用時間9:00〜19:00）
②広島段原ショッピングセンター駐車場（同店休業日を除く）
1Fサービスカウンターへ当館入館証明提示で当日に限り2時間無料

〒732−0815 広島市南区比治山公園 1-1
TEL 082-264-1 121 FAX 082- 264 -1198

www.hiroshima-moca.jp

