
9/11 – 24 独立記念日関連イベント 9/11 – 13 フィエスタ・メヒカーナ大阪 メキシコ料理や民芸品販

売、マリアッチ・アガベ、グアナファト民族舞踊団による公演などが行われる。新梅田シティーワン

ダースクエア(大阪市北区大淀中1-1) 12-21時 (最終日: 20時まで) www.skybldg.co.jp/event/mex/2015/

index.html 9/15 東大阪メキシコの夕べ ユトリート東大阪(東大阪市中小阪5-14-30) 18.15開演 チ

ケット: tatsuoka@nifty.com 9/16 フィエスタ･メヒカーナ京都 京都文化博物館 別館ホール(京都市

中京区三条高倉) 18.20開演 チケット: Tel 075-751-2013 mishina-planning@dune.ocn.ne.jp 9/17 箕面メキ

シコ文化の夕べ メイプル大ホール（箕面市箕面5-11-23）18.30開演 チケット: Tel 090-8190-2146 9/18 

フィエスタ・メヒカーナ奈良 ならまちセンタ－市民ホール(奈良市東寺林町38) 18.30開演 チケット: 

Tel. 0742-27-1151 9/19 – 21 フィエスタ・メヒカーナお台場 メキシコ料理や民芸品販売、マリアッチ、民

族舞踊、ピニャータ、ルチャ・リブレなど。お台場ウエストプロムナード(東京) 11-19時 www.fiestamexicana

-tokyo.com/ 9/24 千代田区メキシコ民族舞踏と音楽の夕べ いきいきプラザ一番町カスケードホー

ル(千代田区一番町12) 18.30開演 Tel. 03-5211-4165 チケット: kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp 

9-10月ドキュメンタリー映画「フリーダ・カーロの遺

品」 1954年に死去したフリーダ・カーロの遺品が

2 0 0 4年に解禁さ

れ、その撮影のた

め渡墨した写真

家石内都氏に小

谷忠典監督が同

行し、これまでの

イメージから解き

放つようなフリー

ダ・カーロ像を写

真として発見して

いく過程を丹念に

映 像 に 収 め た 。

9/11まで 渋谷シアター･イメージフォーラム(Tel. 03-

5766-0114) 9/12以降、シネ・リーブル梅田 (Tel. 06-

6440-5930)他で公開。劇場情報: http://legacy-

frida.info/theater.html 

9/10 チアパス・マリンバ 古徳景子率いるマリンバ

グループPaaXがロベルト・カルロス・パロメケとイスラ

エル･モレーノを招き、来日コンサートを開催す

る。19時開演。ヤマハホール(東京都中央区銀座

7-9-14 ヤマハ銀座ビル7F) チケット: Tel. 080-5442-

3617 http://kotokukeiko.com/yamahahall.html  

9/11 – 10/10 ボスコ・ソディ「Rhus Verniciflua」展 メキ

シコの前衛芸

術家の一人で

あり、オアハカ

のアーティスト･

イン・レジデンス

プ ロ ジ ェ ク ト

「Casa Wabi」の

設立者でもあるボスコ･ソディの展覧会。12-18時。

※日、月、祝日休廊。SCAI THE BATHHOUSE(東京

都台東区谷中 6-1-23 柏湯跡) Tel. 03-3821-1144 

www.scaithebathhouse.com/ja/ 

9/19 – 12/13 ペドロ・レジェス 展覧会「ザ・コンテン

ポラリー2 誰が世界

を翻訳するのか」に

米国務省の「Medal of 

Arts」受賞アーティス

トが国連をモチーフ

にした作品《人々の

国際連合(pUN)》を展

示する。12/6 15-17時 アーティスト・トーク(逐次通

訳付)、当日先着90名（定員に達し次第締

切）。金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1

-2-1) Tel. 076-220-2800 http://www.kanazawa21.jp/

data_list.php?g=17&d=1725 

9/24 – 27 ツーリズムEXPOジャパン2015 アジア最

大級の観光展示会にメキシコがパビリオンを出

展し、最新の観光情報を提供する。マリアッチ

アガベも出演。東京ビッグサイト(東京都江東区

有明3-11-1) http://www.t-expo.jp/biz/index.html 

9/25 - 28 国際ダリアサミット 川西町誕生60周

年を記念し、メキシコの国花「ダリア」をテーマに

したイベントが開催される。9/25 国際ダリア

フォーラム: メキシコ大使館文化担当官が出席

し、メキシコのダリアについてプレゼンテーションを

行う 9/26 14時 ダリアの花いけバトル、15時 華道

家假屋崎省吾トーク&アレンジショー。山形県

川西町各所。www.town.kawanishi.yamagata.jp/

sangyokanko/dahliasummit.pdf  

10/1 ハイメ・ラバスティダ博士講演会  メキシコ

言語アカデミー総裁が

二十世紀のメキシコ詩

について講演を行う。(ス

ペイン語/通訳なし) 18.30

開会。メキシコ大使館

別館5階、エスパシオ･

メヒカーノ。要予約 : 

culturalembjap@sre.gob.mx  

10/3-4 第2回日本スペイ

ン語・スペイン語圏文化国際会議 (土: 10-19.30、

日: 10-13.15) セルバンテス文化センター東京(東京

都千代田区六番町2 -9) 要予約:  http://

tokio.cervantes.es/FichasCultura/Ficha102735_67_25.htm 

10/8 - 11/3 第12回ラテンビート映画祭 カンヌ映

画祭に出品されたダビッド・パブロス監督「選ば

れし少女たち(原題：Las Elegidas)」、そしてベルリン

国際映画祭に出品されたピーター・グリーナウェイ

監督作「エイゼンシュテイン・イン・グアナフアト」、2

本のメキシコ映画が上映される。10/8-12 新宿バル

ト9(東京都新宿区新宿3-1-26 新宿三丁目イース

トビル9F) Tel. 03-5369-4955 10/23-25 梅田ブルク7(大

阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-MAビル7Ｆ) Tel. 06-

4795-7602 10/31-11/3 横浜ブルク13(神奈川県横浜

市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみらい6F) Tel. 045-222-

6222 http://lbff.jp/  

10/21 - 11/11 写真展「カサソラ･コレクション」 現代メ

キシコの初期に影響を

与えた出来事や人物

の写真展。10/21 講演

会 メキシコ国立写真

美術館FOTOTECA館長の

フアン･カルロス・バルデ

ス氏がメキシコにおける

写真アーカイブの保存

について講演する。日

本 写 真 協 会 共 催 。

18.30開会。メキシコ大

使館別館5階、エスパシオ･メヒカーノ。要予約: 

culturalembjap@sre.gob.mx 

10/24-11/3 東京デザインウィーク メキシコデザイン・パ

ビリオン: カルラ･フェルナ

ンデス、ルイス・ヴェガ、

ラウラ・ノリエガ、ダリア･

パスカル、エミリアノ・ゴ

ドイやフリオ・フリアスが

参加、グラシエラ･イ

トゥルビデの写真も展

示。※10/29は終日閉

場。11-21時 (11/3: 20時ま

で) 明治神宮外苑絵

画館前(東京都新宿

区霞ヶ丘町2-3) チケット: http://tokyodesignweek.jp/2015/

tokyo/exhibit/ 

Contacto: Sección Cultural, Embajada de México en Japón  culturalembjap@sre.gob.mx 

メキシコ文化イベントカレンダー 2015年9月~ 10月 

9月はメキシコ独立記念日の月です(1810-2015) 

在日メキシコ合衆国大使館 

お問い合わせ： メキシコ大使館文化部 culturalembjap@sre.gob.mx  

http://kotokukeiko.com/yamahahall.html
http://www.scaithebathhouse.com/ja/
http://www.t-expo.jp/biz/index.html
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