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杉谷恵造（すぎたに・けいぞう） Keizo Sugitani
1959 年 大阪市に生まれる
1982 年 兵庫県芦屋市滴翠美術館附属陶芸研究所を経て、
 大阪北部にアトリエを構える
1996 年 全関西美術展賞受賞（第三席）（’97 佳作）　
1998 年 朝日陶芸展入選（’99）
2014 年 Collect 出品（英）（’15）
2015 年 Art Miami 出品（米）（’16, ’17）

2016 年　 Art Stage Singapore 出品（シンガポール）(’17）
 TEFAF Maastricht 出品（オランダ）（’17, ’18）
 Spring Masters New York 出品（米）
2017 年　 TEFAF New York Spring 出品 (米 )
 第11回　国際陶磁器展美濃　入選
その他各地で個展・グループ展開催

奇跡は待つものではない。起こすものである。酉福のメン
バーには常日頃話している言葉ではあるが、こんなにも奇
跡が起こるものかと、いささか不思議な気持ちになる。そ
んな目覚ましい活躍を見せる作家こそ、近年の杉谷恵造さ
んである。振り返れば２０１１年、出会った頃の杉谷さん
の作風は全くの別物であった。七度酉福を訪れ、七度も選
考漏れ。しかし八度目の挑戦で今の作風へと繋がる作品を
完成させて以来、私は杉谷信者となった。杉谷作品の稜線
の向こう側に見える景色。それは愛しさ、激しさ、優しさ
や切なさなど、人間の複雑で繊細な感情が杉谷さんの手か
ら溢れ、一つ一つの作品に注がれている。人と人が寄り添
う姿、そして体と体が絡み、両者が一つになる姿、すなわ
ち生命そのものの物語を、交差する二つの影で描く杉谷さ
ん。奇跡は偶発的なものではない。人の手により生まれ来
るものである。人と人が出会い、交差すること。日常に溢
れる奇跡も、やがて次の世代への「軌跡」となる。
             酉福　青山和平                                                                

To capture a man and a woman, in love, together, in raw and simple 
harmony, where shadows combine as one. Keizo Sugitani’ s 
interlocking forms tell the tale of life itself, the story of mankind 
falling in love, embracing, the miracle that is life, the wonder that is 
two bodies meeting together in both time and space. Totemic, 
talismanic, primitive in their unadorned patina yet brimming with 
the energy of both Eros and Thanatos, Sugitani’s ceramic sculptures 
are odes to the primordial beauty of mankind, our life history told as 
the unification of you and me, of simple bodies conjoining together 
as one. With shadows revealing a visceral elegance brimming with 
the sheer urgency of now, imbued within are the complexities 
behind love, sadness, happiness and loneliness. Sugitani's works are 
minimal poems in abstraction that call to mind the primeval 
inclinations of man, with rustic green and copper hues emerging 
from the depths of his grayish-black glaze, works elegantly 
hand-built in innocent grandeur. Entitled Shadows Crossing, cometh 
the rising sun. 
　　　　　　　　　　　　       Wahei Aoyama, Yufuku Gallery

2018 年6月7日（木）～6月16 日（土）　　
日、月曜日休廊  午前 11時～午後6時  / 最終日は午後 4時まで
作家在廊日 : 6 月7日（木）～ 6月 9日（土）

Shadows Crossing II - Keizo Sugitani
June 7th (Thu) - June 16th (Sat), 2018
11am - 6pm, closed Sun/Mon, final day closes at 4 pm

「玄交 II」杉谷恵造　陶展


