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【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］  2F
【Tel＆Fax】 075-231-0706　　　【Mail】 info@gal leryparc .com　　　【 HP 】 http://www.gal leryparc .com

脈  vol.2｜ ゆきてきゆ

江畑 芳、川田 基寛、佐竹 龍蔵、田中 野穂、林 葵衣、堀 健、三浦 真衣、守屋 友樹、安田 祥

2012年8月21日（火） ─ 9月2日（日）  11：00～19：00 ※最終日18：00まで・月曜休廊

【画像01】　脈展 vol.2フライヤーイメージ

ご案内

　本展は昨年に開催した「脈展」の第2回展であり、京都造形芸術大学 大学院の在学生・卒業生9名によるグループ展です。

　昨年に京都造形芸術大学大学院生有志9名の企画により、ギャラリー・パルクで開催された「脈展」は、表現を社会における鼓動や脈と

とらえ、個々の制作や活動を超えてより広く・強く表現を社会に届けることを目的にしたもので、幅広いジャンル・多様な作品ととも

に、会期中のトークイベントなどを盛り込んだ意欲的な展覧会として開催されました。

　第二回展となる本年は、そのテーマを「自然」として新たにゲストメンバーを迎え、より多様な表現による展覧会として開催します。

　メンバーそれぞれは「自然」という普遍的かつ今日的なテーマに取り組むにあたり、その大きな存在をひとりの人間の小さな眼差し

で見据え、表現者としてそれぞれの自然観や想いを込めた作品を制作・発表します。その作品は、様々な自然の姿・在り方とともに、その

眼差しの違いをも示し、鑑賞者の意識や視線を揺さぶるよう働きかけます。油画・日本画・版画・写真・陶芸・インスタレーションなどに

よる本展は、それぞれの作家にとって、自身の表現と社会との関わりを考え、より大きな視線で表現を見つめる機会であるとともに、今

とこれからの自然への向き合い方を見つめ直すきっかけをつくりだすものでもあります。

　会期中には各作家が互いの作品を批評したテキストを基にしたトークイベントや、「泥団子づくり」のワークショップを開催します。
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本展の周知・広報にご協力頂ける際に、広報用画像をご用意しております。本リリース掲載画像からご希望の画像番号および掲載媒体情報を明記の上、
【info@galleryparc.com】迄ご連絡ください。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。

展覧会名 脈 vol.2｜ゆきてきゆ

出品作家 江畑 芳、川田 基寛、佐竹 龍蔵、田中 野穂、林 葵衣、堀 健、三浦 真衣、守屋 友樹、安田 祥

会　　期 2012年8月21日（火） ─ 9月2日（日）  11：00～19：00　※最終日18：00まで・月曜休廊

主　　催 ギャラリー・パルク

会　　場 Gallery PARC（グランマーブル ギャラリー・パルク）
 〒604-8082 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］店舗内2階
 【Tel＆Fax】 075-231-0706　　【Mail】 info@galleryparc.com　　【 HP 】 http://www.galleryparc.com

イベント レセプションパーティー
 【日　時】　2012年8月25日（土）   18：00～20:00

 【内　容】　やまうちまきこ氏の料理提供によるパーティーを開催。

 出展作家9名によるアーティストトーク
 【日　時】　2012年9月1日（土）   15：00～17：00
 【内　容】　出展作家が自作を語るとともに、それぞれの作品を批評します。

 ワークショップ「光る泥団子をつくろう！」
 【日　時】　2012年8月22日（水）   13：30～15：30　参加費無料・予約不要・先着10名
 【内　容】　泥を丸めて・固めて・磨いて、ピカピカの泥団子をつくろう。

 【注　意】　汚れても良い服装でお越しください。完成した泥団子を入れる布袋などをお持ちください。

料　　金 無料

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
 三条通・御幸町通の交差点北西角［グランマーブル］店舗内2階

展示内容 【グループ展】
 京都造形芸術大学 大学院在籍・卒業生有志によるグループ展。「自然」をテーマに、9名の若手作家による絵画・日本画・版画・写真・陶芸・

インスタレーションなどの幅広いジャンルによる構成。会期中にはトークイベントやワークショップも同時開催。

問い合わせ Gallery PARC ［グランマーブル ギャラリー・パルク］ （正木・永尾）
 〒604-8082 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］  2F
 【Tel＆Fax】 075-231-0706 【Mail】 info@galleryparc.com



江畑 芳　Ebata Kaori
－油画－

1984年愛知県生まれ。
2010年京都造形芸術大学美術工
芸学科洋画コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。
現在、京都造形芸術大学大学院博
士課程在籍。

《栗鼠》 部分　2012年

川田 基寛　Kawata Motohiro
－日本画－

1988年大阪府生まれ。
2009年奈良芸術短期大学美術科
日本画コース卒業。
2011年京都造形芸術大学 美術工
芸学科 日本画コース 卒業。
現在、京都造形芸術大学大学院修
士課程在籍。

《黒いライオン》 部分　2011年

佐竹 龍蔵　Satake Ryuzo
－絵画－

1987年高知県生まれ。
2010年京都造形芸術大学美術工
芸学科日本画コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《girl》 部分　2012年

田中 野穂　Tanaka Noho
－陶芸－

1987年北海道生まれ。
2010年京都造形芸術大学美術工
芸学科陶芸コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《alcor-うつつ》　2011年

堀 健　Hori Takeshi
－キネティック／彫刻－

1987年大阪府生まれ。
2010年京都造形芸術大学美術工
芸学科彫刻コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《stamp maker》　2011年

三浦 真衣　Miura Mai
－版画－

1987年宮城県生まれ。
2010年京都造形芸術大学美術工
芸学科洋画（版表現）コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《down》 部分　2011年 

守屋 友樹  Moriya Yuki
－写真－

1987年東京都生まれ。
2010年日本大学藝術学部写真学
科古典技法コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《Ensemble》　2012年 

安田 祥　Yasuda Sachi
－陶芸－

1987年大阪府生まれ。
2010年京都造形芸術大学 美術工
芸学科陶芸コース卒業。
2012年京都造形芸術大学大学院
修士課程修了。

《expansion》　2012年 

林 葵衣　Hayashi Aoi
－インスタレーション－

1988年京都府生まれ。
2011年京都造形芸術大学情報デ
ザイン学科映像メディアコース卒
業。
現在、京都造形芸術大学大学院修
士課程 在籍。

《RGB》 部分　2012年
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【展覧会趣旨】

本展覧会は、昨年開催した《脈》の第二回展です。《脈》という名称には、私たちの表現者としての活動を心臓の鼓動や命そのものとと
らえ、その鼓動が作品として社会をくまなく循環し、新しい価値感となるよう願いを込めています。
今回は新たにゲストメンバーを迎え「自然」をテーマに社会とつながる展覧会として開催いたします。
私たちは自然に対して感謝や恐怖など様々な感情を抱きます。自然はひとの暮らしに欠かせない数多くの恩恵をもたらすものであ
り、ときに天災として生命を脅かすものでもあります。《脈》のメンバーである私たちが想う自然もまた、生まれ育った環境などによ
って異なるものであると言えます。
今、環境問題が深刻化するなかで、改めて自然と正面から向き合うべきときが来ています。自然という大きな存在を、ひとりの人間と
しての小さな眼差しで見据えなくてはなりません。私たちは、過去から引き継いできた今ある自然の姿を、それぞれの作品としてか
たちにします。 

出品者一同




