国際シンポジウム：
「複合媒材」の保存と修復を考える
International Symposium: Thinking about the Conservation and Restoration of “Mixed Media”
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国際シンポジウム：
「複合媒材」の保存と修復を考える
International Symposium: Thinking about the Conservation and Restoration of “Mixed Media”

開催日時：2017年12月16日（土）10:00 –16:30

Period: 2017.12.16 (Sat.) 10:00–16:30

会場：シアター 21

Venue: Theater 21

定員：100名

Capacity: 100

料金：無料

Admission Free

基調講演：フラヴィア・ペルジーニ

Keynote Speech:

（アソシエイトオブジェクトコンサベーター、

Flavia PERUGINI (Associate Objects Conservator,

ボストン美術館／アメリカ）

Museum of Fine Arts, Boston / USA)

パネルディスカッション：

Panel Discussion:

フラヴィア・ペルジーニ（基調講演者）

Flavia PERUGINI (Keynote Speeker)

柳 蘭伊（リュウ・ナニ）

Nani LEW (Conservator, Leeum,

（コンサベーター、サムスン美術館リウム／韓国）

Samsung Museum of Art / Korea)

クリステル・ペスメ（コンサベーター、M＋／香港）

Christel PESME (Conservator, M+ museum Limited

モデレーター：

/ Hong Kong)

内呂博之（コンサベーター、金沢21世紀美術館）

Moderator: Hiroyuki UCHIRO (Conservator,
21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa / Japan)
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