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BankART1929 Under35 シリーズ 

作家＋ギャラリー（マネージャー）のジョイントチームを対象にした 

公募から選出された「同時開催展」に参加 

 

 

幸田千依＋橋本誠 

Focusing on everything / 絵のまえで会いましょう 

 

 
これまで様々な都市に滞在しながら描いてきた絵画の大作のうち、現在の幸

田の活動を象徴する 4 点（柏・別府・寿町・台北）、新作 10 数点を BankART 

Studio NYK の大空間に展示し、公開制作にも取り組む初めての大規模個展

を行います。また、会期中に行う公開制作やトーク、随時更新するウェブサ

イトなどを通して、彼女の制作スタイルや思考にふれていただく場をつくり、

テーマに掲げる「つくること」「交わること」に迫ります。 

 

 
新作《真昼の不知火》 

キャンバスにアクリル•油彩, 116.7×91cm 

 

会期：2013 年 3 月 22 日（金）〜4 月 14 日（日）11:30〜19:00 

会場：BankART Studio NYK 2A Gallery（神奈川県横浜市中区海岸通 3-9） 
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拝啓	 

 
余寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。 
 
この度、幸田千依と橋本誠は、BankART1929（横浜市中区）が実施する「Under35」シリーズの公募
に選出され、他の選出企画と共に個展「Focusing on everything / 絵のまえで会いましょう」を
開催いたします。 
 
つきましては、本企画を貴媒体上でご紹介いただきたく、周知・告知活動にご協力賜りますよう何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 
 

敬具	 

 
 

企画の見どころ	 
 
・ 絵描きでありながら、数多くのアートプロジェクトやアーティスト・イン・レジデンスなど人やま
ちと関わりながら活動を行ってきたアーティストの表現を展覧会と関連トークでお伝えします。	 

	 

・ これまで様々な都市に滞在しながら描いてきた絵画の大作のうち、これまでの幸田の活動を象徴
する 4 点（柏・別府・寿町・台北）を新作 10 数点と共に BankART Studio NYK の大空
間（407 ㎡）に展示する初めての大規模個展となります。 

 
・ 展覧会期中に連日公開制作を行い、タイトルにある通りアーティストと「絵のまえで会い」、直
接言葉を交わし、作品の制作過程をご覧いただくことで表現と活動の魅力を伝えます。 

 
・ 35 歳以下のアーティストによる個展のシリーズ「Under35」（主催：BankART1929）の一環とし
て開催いたします。「Under35」3回目にあたる今回は、作家＋ギャラリー（マネージャー）のジョ
イントチームを対象にした公募から選出された 6組による展覧会が同時開催され、今後活躍が期待
される、アーティストとマネージャーの活動を同時に見ることが出来ます。	 

	 

	 	 
BankART Studio NYK 2A Gallery	 	 	 	 	 	 	 	 展示（公開制作）イメージ 

 

広報に関するお問合せ先 
 
Nomad Production（ノマドプロダクション）	 橋本 

[Tel]  	 03-03-6240-1926	 ※不在の場合：080-5046-2612 
[Fax] 	 03-6740-1926  [E-mail]	 info@nomadpro.jp 
[URL]	 http://nomadpro.jp/ ※最新情報を提供しています 
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● アーティストについて	 
 
幸田千依 / Chie KODA 
 

 
 
〈主な参加展示・プロジェクト〉 
	 2008年	 しゃらくせえ！ファンタジア／ギャラリー代々木 [東京]（個展） 
	 2009年	 大開眼界／Soka art center [台北]（グループ展） 

別府現代芸術祭・混浴温泉世界「わくわく混浴アパートメント」[大分]（プロジェクト） 
甑島で、つくる 2009／甑島 [鹿児島]（プロジェクト） 
わくわく JOBAN-KASHIWAプロジェクト／柏市 [千葉]（プロジェクト） 

	 2010年	 Power of a Painting 一枚の絵の力／island [千葉]（グループ展） 
KOTOBUKIクリエイティブアクション「寿合宿」／寿町 [神奈川]（プロジェクト） 
幸田千依展／横町便ギャラリー [東京]（個展） 
こうふのまちの芸術祭 2010／甲府市 [山梨]（プロジェクト） 
眼差しと好奇心 vol.6／MIZUMA ACTION [東京]（グループ展） 

	 2011年	 KASHIMA2010／別府市 [大分]（アーティストインレジデンス） 
 	 Power of a Painting 一枚の絵の力／3331 Arts Chiyoda [東京]（グループ展） 
 	 寿から絵を放つ／寿町 [神奈川]（アーティストインレジデンス） 

	 2012年	 台北国際芸術村／台北 [中国]（アーティストインレジデンス） 
BankART Studio NYK [神奈川]（レジデンスプログラム） 
BankART妻有 [新潟]（アーティストインレジデンス） 
Power of a Painting一枚の絵の力／日和アートセンター [宮城]（グループ展） 
歩く絵のパレード in寿町／寿町 [神奈川]（アートイベント） 
ドン•キホーテ 広島八丁堀店 [広島]（店内壁画制作） 
わくわく温泉めぐり／別府市 [大分]（プロジェクト） 

 
〈本展ステイトメント〉 

Focusing on everything / 絵の前で会いましょう 
 
みる意志／描くこと（つくること） 
 
絵を描くという	 ひとりきりの責任をひきうけて	  
ひとつひとつの（一筆一筆の）モチーフの重みと	  
キャンバス全体の関係性 
その両方を常に同時に	  
意志をもって見ることからはじめたい 
それは	 一枚の作品の重みと	  
壁面全体にある絵との関係性に移行して 
すべての作品を	 よく見極めること	  
よく描くことにつながっていく 
意志をもって	 すべてのものに	 注目していく 
そこからハーモニーを	 見いだしたい 
まずは	 目の前のものを肯定していく中で 
 

ひとつひとつと	 関係性のあいだを何度も往復しながら大きく振動して 
すべてのものに	 フォーカスするという 
うそみたいなことを	 やってみたい 

1983年東京生まれ。2007年多摩美術大学卒業。 
様々な場所に住みながらつくる、レジデンスや滞在制作を中心とし

た活動を行っています。完成した絵画を展示するだけでなく、公開

制作を自覚的に行い、自身が絵画をつくる過程を見せること、人と

作品との出会い方について考え、描くことと見せることの両方につ

いて模索。「歩く絵のパレード」など、絵画を室内以外で見せる試

みなども展開しています。 

知る意志／見せること（交わること） 
 
個人という最小の単位で生きていくことをひきうけて	  
そこで出会うひとりひとりの人の生きているさまの重みと	  
自分との関係性 
その両方を常に同時に	  
意志をもって知ることからはじめたい 
それは	 一人のひとの生きている重みと	  
全体との関係性に移行して 
すべての人の生き方を	 よく見極めること	  
よく知っていくことにつながっていく 
意志をもって	 すべてのひとに	 出会っていくこと 
そこから調和を	 見いだしたい 
まずは	 目の前のひとを肯定していく中で 
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● 主な展示作品	 
 

 

 
《スケッチ	 オブ	 コントラスト》キャンバスにアクリル•油彩, 185×405cm, 滞在制作：2011年 2月 1日〜3月 5日 
 参加プロジェクト：KASHIMA2010（大分県別府市） 

 
《ハーモニーをみつけだすこと》 
 キャンバスにアクリル•油彩, 145.5×112cm 
 滞在制作：2011年 9月 14日〜11月 6日 
 参加プロジェクト：KOTOBUKIクリエイティブアクション 
（神奈川県横浜市「寿町エリア」） 

  
《Focusing on everything》 
 キャンバスにアクリル•油彩, 162×130.3cm 
 公開制作：2013年 3月〜4月（新作） 
 ※本イメージはドローイング画像（部分）です 

 
《世界•トワイライト•くすのき》キャンバスにアクリル•油彩, 194×324cm, 滞在制作：2009年 11月１日〜29日 
 参加プロジェクト：わくわく JHOBAN-KASHIWA（千葉県柏市） 
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《Swimming under the tree / 絵のまわりで遊ぼうか》キャンバスにアクリル•油彩, 200×360cm 
 滞在制作：2012年 1月 31日〜4月 29日 
 参加プロジェクト：台北市・横浜市アーティスト交流事業 2011（中華民国台北市） 

	 

	 
● マネージャーについて 
 
橋本誠（アートプロデューサー） 
1981 年東京生まれ。横浜国立大学卒業後、フリーのアートプロデューサーとして活動開始。多様
なアートプロジェクトやアートコンテンツの企画・編集プロダクションを手がける。都市との対話

（BankART Studio NYK/2007）、KOTOBUKIクリエイティブアクション（横浜・寿町エリア/2008
～）、東京文化発信プロジェクト室にて「東京アートポイント計画」の立ち上げ（2009-2012）、「Tokyo 
Art Research Lab」コーディネーターなど。 
	 

	 

企画概要	 
	 

【展覧会名】	 幸田千依「Focusing	 on	 everything	 /	 絵のまえで会いましょう」	 

【会期】 2013年 3月 22日（金）～4月 14日（日）11:30〜19:00 
【開場時間】 11:30～19:00 
【会場】 BankART Studio NYK 2A Gallery 	 	 http://www.bankart1929.com/ 
  住所：神奈川県横浜市中区海岸通 3-9 
【アクセス】 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩 5分／ 

JR「桜木町」「関内」駅より徒歩 10分 
【料金】 入場無料 
【主催】 BankART1929 
【企画】 Nomad Production 
【お問合せ】 Tel : 080-5046-2612／E-mail : info@nomadpro.jp 
【URL】 http://nomadpro.jp/ 
【同時開催】 「Under35」参加作家＋マネージャー 
  木村宗平＋藤川悠 

古久保憲満・松本寛庸＋小林瑞恵（社会福祉法人愛成会） 
柵瀬茉莉子＋森田彩子 
高山陽介＋橋本かがり 
丸山純子＋大友恵理 


