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拝啓

　時下、ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

　この度、GALLERY MoMo Project では 10 月 4 日（土）～ 11 月 1 日（土）まで、グループ展「2 ＋ 2 After Birth」を開催いたします。今グループ展では、子供を持つ石庭美和、替場綾乃、

佐藤栄輔、中矢篤志がそれぞれの視点を持ちながら制作した約 12 点を展示致します。

　各作家が展示に際し寄せたコメントを見ると、それぞれが子供の誕生を契機に作品は大なり小なりその影響を受けています。男性作家は子を持つ事で大局を見るようになり、作品に社会

概念が生まれ、女性作家は自身の妊娠で体の神秘を実感すると同時に他者に時間を割くことで、一つのことをより深く掘り下げていっているようにみえます。

もちろん誰もが同じ感情を抱くわけではありませんし、全ての作家が作品に反映させる訳でもありません。しかしそうした世代の私たちの作家の作品をつぶさに見る時、父親となった男性

　作家佐藤栄輔と中矢篤志の 2 人、母親としてキャリアの違う女性作家石庭美和と替場綾乃の 2 人を取り上げることで、共通点と相違点を見つけることができます。

展示作品は近作となり、その変化を象徴するものではありませんし、如実に表現が変化する訳ではありませんが、作品のポートフォリオを参考に、それぞれの作家がその表現にどう影響し

変化したかをご高覧いただければさいわいです。

　つきましては、本展の広報にご協力賜わりたく、ここにご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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石庭美和
" 風 " 　
2014
鉛筆、箔、金泥、イラストボード
21.0 × 29.7cm
©Miwa Ishiba

替場綾乃　
" キラキラでドロドロした世界へ "
2014　
アクリル、MDF
50.0 × 75.5cm  
©Ayano Kaeba

出展作家

替場　綾乃｜ Ayano Kaeba　

石庭美和｜ Miwa Ishiba

　1984 年神奈川県生まれ ,2008 年多摩美大美術学部絵画科卒業、当ギャラリーでは 09 年及び１2

年に個展開催、多くのグループ展にも参加している。

　支持体の多くはモチーフの形にカットされた合板が使われ、少ない色彩で描かれる作品はテキス

タイルの繰り返し文様のようであり、その形も含めて仔細に眺めると、作品が女性的な内容に溢れ

ていることに気付かされ、時にジェンダーの問題意識ともつながる作品となっている。

アーティストコメント

　私とは、私らしさとは、私と他者とは ... と自分の内側に潜っていくような作品作りを続けていたが、

妊娠出産子育てによる様々な変化、一時ではあるが私自身が他者のイレモノ、そして通過点になる

という経験が、「私らしさ」なんてものの曖昧さ、内側を形作る外側の影響力を意識させた。

2 ＋ 2 After Birth ｜石庭美和・替場綾乃・佐藤栄輔・中矢篤志　   2014 年 10 月 4 日（土） - 11 月 1 日（土）

2 ＋ 2 After Birth ｜ Miwa Ishiba, Ayano Kaeba, Eisuke Sato, Atsushi Nakaya　October 4（Sat） -  November 1 （Sat）, 2014

1973 年東京生まれ。武蔵野美術短期大学グラフィックデザイン科中退後イラストを中心に制作、

04 年、「あとさき塾」塾生。06 年の「GEISAI ＃６」にて注目を集め絵画に転向、08 年以降私た

ちのギャラリーに於けるグループ展に参加して寡作ながら作品の発表を続け、13 年初の個展に

至る。初期の作品ではアクリルにより日本画風に動物や植物、人物などを描き、06 年以降は周

囲の人物をモチーフに情感あふれる子供を描く。

アーティストコメント

　長く待ったが子供を授からなかったので、子持ちになる人生を諦める代わりにきちんと好きな

事をやって死んでいこうと思った。だから生活を整理し、本気で絵を描き始めた……その途端、

腹に子が宿った。

　先ずはつわりが来て、絵の具の匂いに吐いた。生まれた赤ん坊には感激したが、可愛い野獣は

生後三年以上も睡眠が熟さず、寝不足という消耗に全ての集中・判断力を削がれた。やがて子が

言葉を持つようになると眠りが深くなり、代わりに１日中休むことなく喋り始める……。

　先達の女達が皆通った道なのだ……と、自らを励まして制作に臨めるようになった今は、小学

校に助けられている。愛しい敵の就学時間が私の制作時間となったからだ。

　今、私は自分の為には滅多に外出しない。アトリエに籠れる時間はまだまだ少ないのだから。

故に殆ど外の誰とも会わなくなった。世の展覧会も楽しげな集まりも皆別世界。そんな底深い育

児の穴から覗く空は美しく、季節の草木は芳しい。

　夏休みが終わる日の夜明けに、息子の眠る寝床から携帯でこの文を書いた。明日からは授業が

五時間となり、私の制作時間が戻ってくる。……戻ってくるよね？　今回のグループ展の〆切が

迫って来てるんですけど！ （と言いつつ、朝御飯の支度に向かう。）



展覧会名： 2 + 2 After Birth

作  家  名：石庭美和・替場綾乃・佐藤栄輔・中矢篤志 　 

会　　期：2014 年 10 月 4 日（土） - 11 月 1 日（土） 

会　　場： ギャラリーモモ プロジェクツ（六本木）

                  〒 106-0032  東京都港区六本木 6-2-6 サンビル第三  ２階

                   TEL / FAX  03-3405-4339                   

                  E-mail  roppongi@gallrey-momo.com      

                  Web  www.gallery-momo.com 

オープニングレセプション： 2014 年 10 月 4 日（土）  18:00 - 20:00

営業時間：12:00 - 19:00   

                    日・月曜・祝日休み

中矢　篤志｜ Atsushi Nakaya

佐藤　栄輔｜ Eisuke Sato

※掲載用写真の貸出など、御質問等がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

( 恐れ入りますが、展覧会会場と問い合わせ先が異なりますので、ご注意願います。）

GALLERY MoMo Ryogoku

〒 130-0014 東京都墨田区亀沢 1-7-15 

TEL  03-3621-6813  FAX 03-3621-6814

 E-mail  info@gallrey-momo.com

担当　杉田まで

　1977 年愛知県生まれ、2003 年金沢美術工芸大学大学院を修了し、2005 年には TOKYO WONDER SITE 本郷にて個展、私達のギャ

ラリーでは 08 年の二人展及び 09 年両国でのオープニング展に参加している。

　支持体にスタイロフォーム初期の作品では、円形などの作品に厚みを持たせてキャンバス地を張り、内臓が表面に浮き出たよう

に描かれる色彩感豊かな画面はファンタジーに溢れ、近作では支持体やモチーフに拘らず人物も描き、独特な世界観を醸し出して

いる。

アーティストコメント

　ひとり目が生まれてから、人の顔が描けるようになり

　ふたり目が生まれてから、その目が少し大きくなり

　双子が生まれてから、物事の二面性について考察するようになりました。

　一人で生きていると思っていたときは社会との接点は常に片足だけが触れているような状態でした。フラミンゴのようにバラン

スを保ちながら、誰かが背中を押したらすぐに倒れてしまうほど立っていることがやっとでした。そして家族ができたことで社会

との接点は急激に増え、全身が埋もれるぐらいにどっぷり浸かった感覚です。そこはまるで大きな ” 流れるプール ” のようなもの

です。

　制作の意識は片足で突っ立っていた時期は、常に新しいアイデアで誰も見たことのない絵を描かかないといけないと頑なにこだ

わっていました。しかし流れるプールに全身がドップリ浸かってしまうと、そこはそこでその場に立っていることがやっとです。

流れに逆らってみたところで体力が消耗するだけで一歩も動けません。次第にその場にとどまることも困難になり足を滑らせてし

まいます。溺れないように手足をバタつかせもがいていても先へと流されてしまいます。反抗することを諦めて力を抜いてみると

その場所の全体像が見えてきました。視野が広がって遠くが見えることで自分の立ち位置がわかり、力を抜くことで気持ちが楽に

なってきました。そして次第に流れに身を任せることが心地よいことに気づきました。逆らっていたときには見えなかったことが

見えてきて、過去から現在にかけて大きな流れの中に自分が存在していることに気づかされました。その流れを利用して空を見な

がら背泳ぎで泳ぎたいところですが、まだ上手く浮上できないので水面を覗きながらゆっくり平泳ぎで泳ごうと思います。ひょっ

としたら綺麗な色の石や見たことのないカタチの石が落ちているかもしれません。僕の頭の中でさっきから ” 川の流れのように ”

が繰り返し流れています。

　1973 年大分県生まれ。2001 年 American University 大学院修士課程終了後 2002 年「GEISAI ４」にて

リキテックス賞受賞、2003 年六本木ヒルズ森アーツセンター内ギャラリーに於ける「ARTIST BY ARTIST」

に出品、2004 年以降当ギャラリーで発表を続け、作品は高橋コレクションなどにも収蔵されている。

　自分自身の存在理由を日常性の中で問いかけ、平面作品による表現は普遍性を持って見る者とシンクロ

し、共感を持って受け入れられて、その方法とスタイルは今も一貫して変わらない。

アーティストコメント

　子供を授かってから時間に対する意識が大きく変化しました。

　子供達の成長は目には見えない時間の流れを明確な形として表していました。　

　自分に残された時間は間違いなく有限であり、確実に死に向かっている。

　子供を授かった事は私の今までの人生の中で最も幸せな出来事であり、彼らの日々成長していく姿を見

る事が今の私の生甲斐です。

　しかしそれと同時に私は子供達の姿から「自分は将来確実に死ぬのだ」という事を心から実感しました。

これは私の中に起こった大きな変化であり作品にもこれが表れています。

中矢篤志
" リンゴローム "　
2014
パネルにアクリル絵具、色鉛筆
51.5 x 36.4cm
©Atsushi Nakaya

佐藤栄輔
"Impermanence" 　
2013
アクリル、キャンバス
116.0 x 116.0cm 
©Eisuke Satou


