
 
Manuel Saiz, visual artist and independent curator 
who was born in Spain and currently resides in UK, 
will be holding a presentation of 7 video works by 7 
Spanish video artists at the Hara Museum of 
Contemporary Art in Tokyo on the theme of art, artists, 
mobility in contemporary art and concept of national 
identity in the arts. The event will provide us a chance 
to reflect on the way cultures are merging today and to 
what extend personal and cultural backgrounds are 
indelible in art, and how art may take a role as a 
communication and knowledge tool. 7 artists 
introduced in the event were all born in Spain and take 
part in the Spanish art scene, yet they live in different 
countries of EU and America. 

このたび原美術館にて、「7 人の現代スペイン映像作家 作

品上映 + トーク by マヌエル サイス」を開催いたします。本

イベントは作品上映とアーティストトークによって構成されま

す。美術、アーティスト、現代美術の移動性、芸術に見られ

る国民意識の概念をテーマとした 7 作家による 7 つの作品を

通して、今日の文化の融合のあり方、個人的・文化的背景

が美術にもたらす影響、コミュニケーションと知識のツールと

しての美術の役割について再考します。7 人の作家は全員

スペインで生まれ、母国のアートシーンでも活躍しています

が、ＥＵ圏やアメリカなど海外に居住しています。 

 

当日は上映会の後に、出品作家の一人でもある英国在住の

映像作家/インデペンデント・キュレーター、マヌエル サイス

によるアーティストトーク（英日逐次通訳付き）を行います。 

 また、当館にて開催中の「舞い降りた桜 ザハ・ハディドとめぐ

るドイツ銀行コレクション」展もあわせてご鑑賞いただけます。 The video showing will be presented by Manuel Saiz 
and followed by a short Q & A. The talk will be given in 
English with Japanese translation. 

 

日時： 2006 年 4 月 22 日（土） 14:00-16:00 

 会場： 原美術館ザ･ホール 

Date: April 22 (Sat.), 2006  14:00-16:00 東京都品川区北品川 4-7-25 Tel: 03-3445-0651 

Place: The Hall at the Hara Museum of Contemporary 
Art 4-7-25, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo  

info@haramuseum.or.jpFax: 03-3473-0104 E-mail: 

http://www.haramuseum.or.jp 

Tel: 03-3445-0651 Fax: 03-3473-0104  主催： 原美術館 後援： 在日スペイン大使館 

E-mail: info@haramuseum.or.jp 参加費： 一般2,000 円、メンバー及び同伴者2 名まで 1,000 円 

Organized by: Hara Museum of Contemporary Art ＊現在開催中の「舞い降りた桜 ザハ・ハディドとめぐるドイ 

Support provided by: Embassy of Spain in Tokyo 銀行コレクション」展の観覧を含む。 

Price: Regular 2,000yen   出品作家（予定）： 

Hara Museum Members and up to 2 guests 1,000yen ジョルディ コロメル(フランス在住) 

*Price includes admission to the viewing of the 
exhibition Tokyo Blossoms: Deutsche Bank Collection 
meets Zaha Hadid. 

アリシア フラミス(オランダ在住) 

ドラ ガルシア(ベルギー在住) 

セルヒオ プレゴ(米国在住) 

Featured artists (as scheduled): Jordi Colomer(resident 
of France), Alicia Framis (resident of the Netherlands), 
Dora Garcia(resident of Belgium), Sergio Prego 
(resident of USA), Tere Recarens(resident of Germany), 
Manuel Saiz(resident of UK), Fernando Sanchez 
Castillo(resident of the Netherlands). 

テレ レカレンス(ドイツ在住) 

マヌエル サイス(英国在住) 

フェルナンド サンチェス カスティジョ(オランダ在住) 

講演者： マヌエル サイス（http://www.saiz.co.uk） 

 

本イベントは予約制です。ご予約は 

Tel: 03-3445-0669 Fax: 03-3473-0104 Lecturer: Manuel Saiz (http://www.saiz.co.uk) 
E-mail: info@haramuseum.or.jp

*Reservations are required: Tel: 03-3445-0669 ※お申し込みいただく際には、お名前、参加人数、電話番号 
Fax:03-3473-0104  E-mail: info@haramuseum.or.jpをお知らせ下さい。 

Directions: 5 minutes by taxi or 15 minutes on foot 
from JR Shinagawa station (Takanawa exit); or from 
the same station, take the bus "TAN No. 96" for 
Gotanda station, get off at the first stop (Gotenyama), 
and walk for 3 minutes. 

 

交通案内／JR［品川駅］高輪口より徒歩15分／タクシー5分／都営

バス［反96］系統［五反田駅］行き、［御殿山］下車、徒歩3 分。 

    

(from left) Jordi Colomer, Anarchitekton, HD (2004) 
Sergio Prego, ANTI-PARA- 
Manuel Saiz, Transcendence of Networks: A Life (Utrecht), 9 minutes XDcam (2005) 

  Alicia Framis, Secret Strike, 8 minutes XDcam (2006) 
 
All the works by courtesy of the artists and Galerie Michel Rein (Jordi Colomer), Galeria 
Toni Tapies (Tere Recarens) and Galeria Soledad Lorenzo (Sergio Prego). 

   
(left) Dora García, The breathing lesson, 6 minutes Betacam (2001) 
Tere Recarens, Besenrein, 1 min. 20 secs. (2003) 
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7 人の現代スペイン映像作家 作品上映 + トーク by マヌエル サイス 
2006 年４月 22 日（土）  14:00-16:00 
＠原美術館 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Everyone who travels gets The Best of Both Worlds 

―――from a travel agency TV commercial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicating Vessels: video works by seven Spanish artists 
+ artist talk by Manuel Saiz 

April 22 (Sat.), 2006  14:00-16:00 
＠Hara Museum of Contemporary Art 

 

 


