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5 月 31 日（火）ー 6 月 12 日（日）
牧野 浩紀

※6/6（月）休廊

木版画展

かけらながれ、かけらあつまり、かけらしばり、ことあつまり、
ことはじまり、ひとかけら・・・

2011.6
今年も玄関横のヤマボウシが美しい白い花を咲かせ

様々なモチーフに対する私の表現を、木版画技法とタイトルを
通して、理解し感じていただければ幸いです。( 牧野 )
牧野 浩紀

多摩美術大学大学院

絵画学科版画専攻

修了

1997 年

講談社フェーマススクール絵画公募 〔スーパーバイ
ザー賞〕銅版画

1999 年

プリンツ 21 グランプリ展 〔特選〕木版画

皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

1999 年

川上澄生木版画大賞展 〔準大賞〕木版画

1999 年

飛騨高山木版画ビエンナーレ 〔奨励賞〕木版画

2000 年

プリンツ 21 グランプリ展小品部門 〔準大賞〕木版画

2001 年

J・one アートオーディション 〔大賞〕木版画

去る 5 月 10 日～ 15 日に開催致しました東日本大震
災復興支援展（ものうみ）に付きましては、募金・
作品売上金を合わせて 161,870 円集めることができ
ました。たくさんの方々に温かいご支援ご協力をい
ただき、誠にありがとうございました。被災されま
した方々、まだまだ不安な毎日が続いております。
長期に渡る支援が大事。恵風も微力ながら少しでも
お役に立てたらと思います。

石橋 静

陶展

Just Before the Explosion
新しいものが中から誕生する時のうごめき、爆発の破壊では
なく生まれてくるという楽しさを表現しました。
また、以前より ceramic の design art に興味があり機能性、

5 月 31 日～ 6 月 12 日、1 階は国内外で活躍中の牧
野浩紀さんの木版画展。凹版凸版を使って新しい表
現に挑みます。又同時期、2 階でも、前半 6 月 5 日

生地の装飾を増やせば作品のパターンも幾通りも出していける
のではと考え装飾と色の構成に独自性を持たせています。
生地としての触りたくなるような触感を目で見て感じて作品

6 日からは、浮世絵に魅せられたフィンランド人の
トゥーラ モイラネンさんの木版画展。どこかユーモ
アが漂います。

2003 年

東京国際ミニプリントトリエンナーレ展

2006 年

国際公募

アートコンペティション

2009 年

京都版画

新鋭展

〔美術館賞〕木版画

アートフィスティバル
〔招待賞〕木版画

海外出品： フィンランド・ポーランド・イスタンブール・
台北・ロンドン・イギリス
作品所蔵 : 川上澄生美術館〔栃木県〕・町田版画美術館〔東京
都〕, 多摩美術大学付属美術館〔東京都〕, ティコティン美術
館〔イスラエル〕隔年寄贈 , 安部コレクション（東京）

石橋

静

Shizuka Ishibashi

1979

奈良市に生まれる

2002

脇田宗孝師に学ぶ

2007

London 芸術大学 Central saint martins college
of art and design ceramic design(BA) 科卒

2007

Pulse 展出品（Earrls court, London）

2007

New designers show 出品（London）

2007/2008

白山陶器株式会社 showroom 勤務

2009

女流陶芸展

2010

信楽陶芸の森

入選
創作研修館スタジオアーティスト

信楽産業展示館にて初個展

を楽しんで頂ければと思います。
是非御高覧くださいませ。 ( 石橋 )

まではこの春京都造形芸術大学大学院を卒業した 4
人の版画展。今後の活動が期待されます。後半 6 月

日本版画協会 〔奨励賞〕 木版画

6 月 14 日（火）ー 6 月 19 日（日）

芸術、トレンドを考えた時にファッションを思い浮かべました。

さて、6 月開催します展覧会のご案内を申し上げます。

福井サムホール美術展 〔優秀賞〕水彩画

2002 年

〔スカラシップ賞〕木版画

Hiroki Makino

2001 年

ました。
日頃は何かとお世話になり心より感謝申し上げます。

2002 年

2010

奈良県美術展覧会

2011

SILVER SHELL（東京）個展

入選
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5 月 31 日（火）ー 6 月 5 日（日）

6 月 14 日から 1 階では、ファッション性の光る石橋
静さんの陶展。京都では初めての個展です。2 階では、
漆の新たな可能性を探る佐々木友恵展です。
6 月 21 日から 1 階では独創的な視点で迫るリトグラ
フの岸雪絵展、2 階の方は去年に続き 2 回目、京都
精華大学の陶芸コースと版画コースの小品展です。

版画四人展

print exhibition

私たち４人は、同じ環境で、同じように版画と出逢い、それぞれの
表現を互いに刺激し合い、切磋琢磨しながら磨いてきた。ひとりひ

いがある。それは、何故わざわざ間接的な行為によって作品を作っ
ているのか？という事をいつでも自分自身に問うことになるからで

んな空間が生まれるか楽しみです。

出すのか？
銅版画のエッチング、メゾチントや板の上に様々なもので凹凸を作

多忙とは存じますが、ぜひ、ご高覧賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

るコラグラフなど、それぞれ違う表現方法の４人の世界を是非体感
して頂きたいと思います。( 一同 )

野村恵子

( 京都市美術館別館 / 奨励賞 )
第７回 大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ展
( まどかぴあ / 入選 )
2011 日本・ポーランド国際版画展奨励賞展
武田あずみ展「夜更かし備忘録」（ギャラリーヒルゲート）
■西住恵子 Nishizumi Keiko（兵庫県出身）
2011 京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術表現専攻 卒業
2008 第６回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 入選
日本版画協会第７７回版画展 入選

■科野 和子 Shinano Kazuko（兵庫県出身）
2011 京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術表現専攻 卒業

敬具

2010 日本・ポーランド国際版画展

取る事で出来る作品（紙）と版との境界線について、それぞれの思

ある。Print に出逢った私たちは、これからどのような答えを見つけ

ます。どれも力の入った見逃せない展覧会です。ご

2011 京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術表現専攻 卒業

とりのテーマは違うが、版画の跡形を写し取るという行為や、写し

幅広い年齢層の作家たち、展示方法も工夫され、ど

今月は、版画と陶芸そして漆の展覧会となっており

■武田あずみ Takeda Azumi（静岡県出身）

2008 日本版画協会第７７回版画展 入選
2010 「記憶のカタチ展」 立体ギャラリー射手座／京都（個展）

2010 日本版画協会第７８回版画展 入選
■目良真弓 Mera Mayumi（千葉県出身）
2011 京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術表現専攻 卒業
2009 日本版画協会展・B 部門賞候補
2010 日本版画協会展・B 部門賞候補

6 月 7 日（火）ー 6 月 12 日（日）
トゥーラ ・モイラネン

木版画展

私は初めて木版画の道具を握ったのは、今から約 35 年前の
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を作品に掘り込んでいます。そのなかで、浮世絵木版画の
すばらしさを日々発見する毎日です。( モイラネン )

ことです。場所は住んでいた町のカルチャーセンターの木版画

トゥーラ

コースの教室でした。子供の時から芸術家になる夢を持った私

1959

にとって、それは私の将来の人生を大きく動かす運命的な出来

1989 ～ 91

事でした。その後、美術専門学校に入学して、版画専攻の コー

1995 ～

フィンランド国立美術大学で非常勤教師、木版画

技法を学びましたが、木版画への魅力は一度も色あせることな

1995 ～

著作、ブックアートを手かける

Tuula Moilanen

く、その魅力にますます魅了さ れ、現在もその制作に熱い思い

1981～

ヨーロッパ、主にフィンランドで個展グループ展

京都精崋大学研究生、木版画と紙漉きを専攻

と製本

スで銅板画、シルクスクリーン、石版画など、いろいろな絵画

を毎年多数開催

を持ち続けています。
1989 年来日して以来、浮世絵木版画の摺刻技術を身につけ

モイラネン

フィンランド生まれ、現在京都に在住

1990～

日本、主に関西地方で個展グループ展を毎年多数
開催

るために勉強を重ねてきました。最近、その勉強の重点は、技
術から絵の内容と描き方に移っています。現在は、江戸時代の

2000～

浮世絵を日本文化から得た様々な体験を踏まえながら、その芸

フィンランド版画家協会 会員

術を表現し、その画風を「見立複製」として私なりの表現方法

カナダ、アメリカで開くグループ展に出品
国際浮世絵学会 会員
www.tuulamoilanen.net

