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PARC_ Creator Support Project ＃01

「Sampling Your Memory 」
ヤマガミユキヒロ展

【貸出画像1】　ヤマガミユキヒロ《Sleep Walking》2010

ギャラリー・パルクでは、現在活躍する・またこれから注目を集める様々なクリエーターを取り上げ、発表の機会を提供する
ことでその活動をサポートするプロジェクト「PARC_ Creator Support Project 」シリーズをスタートいたします。
現在進行形の様々なジャンルの表現を、広く皆様に紹介するこの取り組みが、クリエーターにとって自身の表現を深め、また
新たな展開へと拡がっていく契機として、京都のクリエイションの現場をより活性化させる刺激となればと考えます。

＃01 となる今回、京都在住の美術家・ヤマガミユキヒロを紹介します。
ペインティングやビデオプロジェクション、写真、スケッチなどの様々なメディアにより、日常の都市の風景を切り取り・再構
成した作品を発表するヤマガミは、2008 年に「岡本太郎現代芸術賞」特別賞を受賞するなど、その活動はこれまでにも多方
面から注目を集めています。
同じ場所から見える都市の風景を、絵画と映像という異なる技法で切り取り、再びひとつのキャンバスの上に重
ね合わせる「キャンバスプロジェクション」は、ヤマガミの代表作としてこれまで高い評価を得ています。 日常の
都市空間に見られる「うつろい」がサンプリングされ、プロジェクションされることで、 そこに実在と幻想が交
錯した世界を現出させます。

本展は、その新作にあたる 《Sleep Walk ing》（関西未発表作品）をはじめ、その他映像作品やドローイングな
どにより構成します。

つきましては、本展の周知にご協力くださいますようよろしくお願いします。

【お問い合わせ】　　 Gallery PARC［グランマーブル　ギャラリー・パルク］
604-8082　京都中京区三条通御幸町弁慶石町 48　三条ありもとビル
ル・グランマーブル カフェ クラッセ 2F
【Tel＆Fax】　 075-231-0706  　　　    　　【Mail】　 galleryparc@grandmarble.com
【HP】 　http://www.grandmarble.com/parc/

mailto:galleryparc@grandmarble.com
http://www.grandmarble.com/parc/
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【開催概要】

展覧会名：PARC_ Creator Support Project ＃01
　　「Sampling Your Memory 」ヤマガミユキヒロ展

出品作家：ヤマガミユキヒロ
会　　期：2010.12.1(水)- 12.26(日) 11:00－19:00 　※月曜休廊 
料　　金：無料
会　　場：Gallery PARC ［グランマーブル　ギャラリー・パルク］
　　　　　京都市中京区三条通御幸町弁慶石町48　三条ありもとビル

　 ル・グランマーブル カフェ クラッセ  2階
アクセス：阪急河原町駅・三条京阪駅より徒歩 10分、地下鉄東西線京都市役所前駅より徒歩3分
主　　催： Gallery PARC

【ヤマガミユキヒロによるステートメント】

作品について──
当然のように流れ過ぎ去っていく都市の景色を写真やビデオなどでスケッチしてみると、
普段見落としていた景色と出会います。
しかしこれは非日常的な一コマではなく、紛れもなく日常的な都市の風景です。
サンプリングされた都市の印象の中には、驚くような美しい表情や、ぞっとするような瞬間があります。
その中で出会う興味深い都市の印象を、僕は掬い上げて、絵画や写真、映像など、
その時の都市の印象を表現するのに最適のメディアを選択し、作品を制作しています。

【貸出画像2】ヤマガミユキヒロ《Dancing Neon》2009　　　　　　　【貸出画像3】ヤマガミユキヒロ《Ghost City》2010 
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【プロフィール】
ヤマガミユキヒロ 
1976　大阪府生まれ 京都市在住  
2000　京都精華大学美術学部卒業  

個展
2010 　“SleepWalking“ neutron tokyo, 東京
2009　“SynchroniCity“ neutron gallery, 京都
2007　“LightScape“ neutron gallery, 京都
2005　“NightWatch“ gallery SOWAKA, 京都
2004　“The Disorderly Space“ neutron B1 gallery, 京都
2003　“Noises , Crowds And SilentAirs“ neutron B1 gallery, 京都　

　“Nonfctional Fiction“ gallery coco, 京都　
2001 　“都市の印象“ gallery DEN, 大阪

　“都市の印象“ Gusto House, 神戸
　“都市の印象“ gallery coco, 京都

1999　“存在の表現“ gallery coco, 京都

グループ展
2010　“not easily seen.“ 此花メヂア・メヂアギャレジー, 大阪

　“TASTING ART EXHIBITION“ 阪急メンズ館, 大阪
2009　“Mirage“ 同志社大学 京田辺キャンパス, 京都

　“Art Osaka 2009“ 堂島ホテル, 大阪
2008 　“コレクション展“ タクロウソメヤコンテンポラリーアート, 千葉

　“第11回岡本太郎現代芸術賞展“ 岡本太郎美術館, 川崎
2007　“Koshinaka Masahito + Yamagami Yukihiro“ Cafe le baobab, 京都
2005　“新鋭選抜展2005“ 京都市文化博物館, 京都
2004　“Human Notation“ gallery coco, 京都
2003　“Art Court Frontier 2003“ Art Court Gallery, 大阪

　neutron B1 gallery, 京都
　neutron B1 gallery, 京都　

2002 　neutron gallery, 京都
　GUILD gallery, 大阪
　neutron gallery, 京都
　gallery coco, 京都

2001 　“Mio　写真奨励賞　新作発表展“ 天王寺Mio, 大阪

2000 　“SYSTEM 2000“ gallery 射手座, 京都
　“Mio　写真奨励賞2000“ 天王寺Mio, 大阪

1998 　gallery coco, 京都

賞歴
2008 　第11回岡本太郎現代芸術賞　特別賞
2000 　Mio　写真奨励賞2000　優秀賞

【貸出画像4】ヤマガミユキヒロ《Nocturne (study)》2009
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【広報用画像】

「Sampling Your Memory 」展の告知にご協力頂ける方々に、広報用画像をご用意しております。
ご希望の画像番号および下記媒体情報を明記の上、Gallery PARC【 galleryparc@grandmarble.com】迄
ご連絡ください。後日、こちらから E-mail でお送りいたします。
尚、個人の鑑賞および利用を目的とする場合は、画像の貸出しはお断りしておりますのでご了承ください。

貸出画像番号 作家名・作品名・制作年
1 ヤマガミユキヒロ《SleepWalking》2010

2 ヤマガミユキヒロ《Dancing Neon》2009

3 ヤマガミユキヒロ《Ghost City》2010

4 ヤマガミユキヒロ《Nocturne (study)》2009

画像を掲載の際は、上記キャプションを明記してください。
また、トリミングや文字を画像に重ねるなどの画像の改変はご遠慮ください。

［媒体情報］

①掲載誌・紙名（web名）：

②発行（作成）：　　　　　　　　　　　　　　③掲載予定日（更新予定日）：

④貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤部署名：

⑥担当者名：

⑦住所：

⑧電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨FAX：

⑩E-mail：

＊ご掲載頂きましたら、掲載誌・紙等を 1部お送り頂けると幸いです。
　印刷物については、掲載ページの PDFデータでも結構です。展覧会記録として保管いたします。

【お問い合わせ】
Gallery PARC［グランマーブル　ギャラリー・パルク］
604-8082　京都中京区三条通御幸町弁慶石町 48　三条ありもとビル ル・グランマーブル カフェ クラッセ  2 階
【Tel＆Fax】 075-231-0706     【Mail】 galleryparc@grandmarble.com     【HP】 http://www.grandmarble.com/parc/

http://www.grandmarble.com/parc/
mailto:galleryparc@grandmarble.com

