2018 The second half schedule

−

SEIZAN Gallery

Oil painting

Various genres

Yigal Ozeri

Gin no Shizuku Drops of Silver - Break -

イガル・オゼリ ― Daydream ―

銀 ノ 雫 −破−

7. 2 Mon.- 14 Sat.

10.26 Fri.- 11. 6 Tue.

ニューヨークを拠点に活動を続けるイスラエ
ル人作家イガル・オゼリ。
ホイットニー美術館などで作品が収蔵される
オゼリ氏が、靖山画廊で初の個展を開催致し
ます。美しく表現された女性像と光の写実を
ご覧ください。

構想から 5 年を経て実現した一昨年の「銀ノ
雫 - 序 -」に続く第 2 弾。技術、独創性、全てを
兼ね備えた選ばれし作家のみが展示を許され
た究極の展覧会。銀の雫の滴りが、現代の美術
に一石を投じ、力強く鮮やかな波紋となって
広がることを期待します。

Israeli artist Yigal Ozeri is well known for his astonishing hyper-real depictions of young women in shining
light. His works have shown around the world, and in
the permanent collections of: The Whitney Museum
of American Art, The McNay Art Museum in San
Antonio, The Jewish Museum in New York and
more.This is the first solo-exhibition at Gallery Seizan.

Continuing from last time “Introduction” in
2016, the 2nd Gin no Shizuku titled “Break” will
be hold. The stunning artists evolved with time
shows power of art.
Those pieces of work could be drops to cause
significant ripples beyond the art world.

Crafts

Japanese painting

Special Charity event -Beloved -

大木しのぶ
陶磁器

榎添恵子・大木しのぶ

−愛しき家族−

7. 27 Fri.- 8. 4 Sat.

髙橋浩規展
11.13 Tue.- 22 Thu.

ペット産業の増加に伴い、動物たちの命が軽ん
じられ、傷つけられる悲しい現状が あります。
人間都合主義ではなく、長い歴史を共存して
きた仲間として、家族として愛し、慈しむ心を
共有したいと願います。
今回の特別企画を通して動物の保護、
福祉活動
への一助となれば幸いです。
Recent research shows that most people think their
pets as special family. On the other hand, growth
in the pet industry has been caused of animal
cruelty. We against those barbarity at the convenience of humans, and we hope to support animal
protection and welfare activity through this event.

Hiroki Takahashi

伝統的な花鳥風月を軽やかなタッチでチャー
ミングに描き上げる日本画家、髙橋浩規。
デザイン感覚にも優れ、
モチーフの配置や自然
光の描写にも作家のセンスが光ります。
佐藤美術館での髙橋浩規展開催決定に伴い、
靖山画廊でも個展を同時開催致します。
Japanese-style painter Hiroki Takahashi charmingly render the beauties of nature with ethereal
brush works. His works indicate a highly formal
aesthetic while establishing a distinctive sense of
the light, angles and reflections.
This exhibition holds around the same time as his
solo-exhibition at The Sato Museum of Art.

榎添恵子

フェルトアート

Japanese painting

Woodblock print

特 別 企 画

Shiki Taira

Edo Mokuhanga de ULTRAMAN

平良志季展

江戸木版画 de ウルトラマン
9. 5 Wed.- 14 Fri.

11. 28 Wed.- 30 Fri.

若手女流画家として人気の平良志季。
個性的な妖怪のモチーフで知られ、画面の中
には人間味溢れる物語が展開されます。繊細
な筆捌きで絹本を巧みに生かす技術にも注目
です。現代にこそ、あらためて見直されるべき
妖怪の世界がそこにあります。

世界的に人気のあるウルトラマンの中から
3 種のキャラクターを伝統手摺り木版画で
制作し発表します。
浮世絵版画にみられる、ぼかし摺り、きら摺り、
から摺り等の特別な技を駆使し、大人のイン
テリアとしてお楽しみいただけるよう、古く
から日本の生活様式に溶けこんだ 短冊 とい
う形状に仕立てます。
短冊を納める軸装、額装にも日本の工芸品の
粋を集め、これまでにない新しい感覚で披露
いたします。

Cutting-edge young female artist, known for her
unique Yōkai world that unfolds on silk with
excellent brush works.
The comical world of yōkai living as humane
characters amaze and inspire your imagination.

World famous hero Ultraman becomes
traditional handmade woodblock prints.
Strip shaped prints are created with traditional print techniques such as Bokashi,
Kira, Kara and so on.
Frames and scrolls are also made by using
selected Japanese craft techniques. Please
enjoy our new styled “traditional woodblock prints”.

Felting doll

Chiaki Suzuki

2018.12.7 fri - 15sat

鈴木千晶展
9.21 Fri.- 10. 5 Fri.

羊毛フェルトを用いた創作人形作家、鈴木千晶
の靖山画廊 3 年ぶりの個展。作品一つ一つが
異なる感情を持ち、
個々の性格、
内面性が、
表情
や些細な仕草の中に表出されます。卓越した
技術から生み出される、温もりに満ちた作品
たちに惹き込まれることでしょう。

10 th

Something Special - Heisei -

For the first time in three years, a wool doll
creator Chiaki Suzuki backs to Gallery Seizan.
Her excellent techniques enable every individual
works have their own character and create warm
atmosphere which fascinates viewers.

SEIZAN Gallery

Wako Bld.

たいせつなもの展 −平成 −
12. 7 Fri. - 22 Sat.

Ginza MITSUKOSHI

Ginza Station

※掲載作品は展覧会イメージですので、出品されないことも
ございます。ご了承ください。
※These images may not necessarily be exhibited.

SEIZAN Gallery

東京都中央区銀座 5-14-16 銀座アビタシオン 1F
TEL 03-3546-7356 FAX 03-3546-7357
info@art-japan.jp www.art-japan.jp

HigashiGinza Station Exit4
Shouwa Street

104-0061

Closed Sun. & Holidays (Sat. & last exhibition day until 5pm)
1f Ginza Habitation, 5-14-16, Ginza,
Chuo-ku, Tokyo, 104-0061

Harumi Street
Toei Asakusa Line

OPEN 11:00−19:00

日曜・祝日定休 ( 土曜・最終日は 17:00 まで )

KABUKIZA

Hibiya Line

Access
■ 日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」
4

番出口より徒歩 1 分
7分

■ 東京メトロ
「銀座駅」A5 番出口より徒歩

Tokyo Metro Hibiya Line, Toei Asakusa Line,
1 minute walk from Higashi Ginza Station Exit 4
■ Tokyo Metro Ginza Station, 7 minute walk from Exit A5
■

記念すべき第 10 回目を迎える「たいせつなも
の展」。今回のテーマは「平成」！！
来年の今頃はすでに新たな年号が時代に刻ま
れはじめています。
明治、大正、昭和と、各時代がそれを象徴する
出来事を持つように、「平成」は一体どのよう
な時代として私たちの記憶に留められるので
しょうか。
そして、感受性豊かな作家たちは「平成」に何
を想い、新たな幕開けを待つのでしょうか・・・
多 様 な 表 現 の 中 に 生 ま れ る 時 代 の 足 跡 を、
じっくりとお楽しみください。
The 10th anniversary of our annual exhibition
“Something Special” is themed “Heisei”.
On May 1, 2019, the end of Heisei era and the
beginning of another.
As all forepassed time: Meiji, Taishō, Shōwa
have their symbolic episodes, Heisei would be
memorized with specific images.
Our selected artists face the edge of the new era
and leave their footprints.

