
Falling into You ‒ Hidenori Tsumori
January 21st (Thu) ‒  February 6th (Sat), 2021 
11am ‒ 6pm, closed Sun/Mon, final day closes at 4pm

A Lighthouse called Kanata
Kasumicho Terrace 6F, 3-24-20 Nishi-Azabu 
Minato-ku, Tokyo, Japan 106-0031 Japan
TEL.81-3-5411-2900 
www.lighthouse-kanata.com
For inquiries, please contact info@lighthouse-kanata.com
instagram: @lighthouse_kanata

「Falling into You」　津守秀憲　新作展
2021年1月21日（木）～2月6日（土）日、月曜日休廊
11:00 ～ 18 :00　最終日は 16:00 まで

ア・ライトハウス・カナタ
106-0031　東京都港区西麻布 3-24-20　霞町テラス 6F
TEL.03-5411-2900    
www.lighthouse-kanata.com
info@lighthouse-kanata.com
instagram: @lighthouse_kanata
最寄駅「六本木」「乃木坂」駅より徒歩約 10 分
都営バス　都 01/RH01　「西麻布」下車

naître
H54×W52.5×D21 cm

津守秀憲（つもり・ひでのり） 
Hidenori Tsumori
 1986年  東京生まれ
2012年  多摩美術大学 美術学部工芸学科ガラスプログラム 卒業
2014年  富山ガラス造形研究所 造形科 卒業
  金沢卯辰山工芸工房 入所
2015年  SOFA Chicago, Navy Pier 出品（米・シカゴ）
2016年  Art Stage Singapore （シンガポール）
  Spring Masters New York （米・ニューヨーク）
  EAF Monaco （モナコ公国）
  個展 Remains of the day（酉福・東京）
2017年  TEFAF Maastricht（蘭・マーストリヒト）（ʻ18, ʻ19, ʻ20）
  TEFAF New York（米・ニューヨーク）
2018年  Seattle Art Fair（米・シアトル）
2019年  国際ガラス展・金沢
2020年  OPENING CEREMONY（ア・ライトハウス・カナタ 東京）
  West Bund Art and Design（中国・上海） 

作家在廊日：1月21日（木）、22日（金）、23日（土）

naître
H34×W45×D15 cm

＜主な受賞＞
美の祭典 越中アートフェスタ2013 優秀賞・北日本新聞社賞

（ʼ13）／富山ガラス造形研究所 2014年卒業制作展 優秀賞
（ʼ14）／第71回金沢市工芸展」北國新聞社社長賞（ʼ15）／第
6回現代ガラス展 in 山陽小野田 三輪審査員賞（ʼ15）／第
30回石川の現代工芸展 テレビ金沢社長賞（ʼ15）／金沢卯辰
山工芸工房 研修者作品展 工房賞（ʼ16）／国際ガラス展・金
沢2016 銀賞（ʼ16）／第3回金沢・世界工芸トリエンナーレ ロ
ナルド・ラバコ審査員特別賞 (ʼ17)／第73回金沢市工芸展 
金沢市長奨励賞 (ʼ17)／国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ17 
入選 (ʼ17)／富山ガラス大賞展 2018銀賞 (ʼ18)／第14回 日
本のガラス展 黒木賞 (ʼ18)

＜パブリック・コレクション＞
富山市／金沢卯辰山工芸工房／第二次世界大戦博物館

（米・マサチューセッツ）／石川県能登島ガラス美術館／
ホロヴィッツ コレクション（米・マサチューセッツ）

その他各地で個展・グループ展多数開催、受賞・入選多数

Falling into you
Hidenori Tsumori



To capture the rivers of time flowing into oceans vast, the ephemeral fragments of memories borne 
and the tenderness of lives lost, to limn the raw power of nature and clasp in one’s hand the epic 
struggle between life and death; such thematic elements strike at the elegiac core of Hidenori 
Tsumori's (1986- ) glass sculptures, encompassing the fragile remains of the day that have melted 
into sombre yet powerful memories in glass and clay. Like the turning of the seasons and the 
eternal rise and fall of the sun and moon, the passing of time embodies the inevitable cycle of life 
that dictates the human existence, and Tsumori's solemn sculptures represent the remnants of what 
has passed and what (or perhaps who?) is left behind in stark, poignant detail. And where does 
glass end and clay begin? And perhaps a more vexing question: where does life end and death 
begin? Who or what draws the divide between these two fundamentally different states of nature? 
A juxtaposition of seemingly antagonistic realms often reveal that things are usually two sides of 
the same coin. And what lies beyond Tsumori’s tundra-esque landscapes? Falling into you, she 
said. Through Tsumori’s glass sculptures acting as receptacles that catch both the life energies of 
Eros and that of Thanatos, the physical acquiesces to the metaphysical, and we discover a new way 
of shattering our very preconceptions through the unexpected marriage between glass and clay. 

Wahei Aoyama, Owner 

A Lighthouse called Kanata

時の流れ、その移ろいの美しさをガラスと土の融合により表現する津守秀憲さん。無機質な二つの素材が
窯のなかで重なり、溶け合い、変わりゆく様は儚き自然の摂理、朽ちていくものの美、そして朽ちることによっ
て生まれくる美を現す。目を見張る目新しさ、一見目を疑うような断崖絶壁と鍾乳石のメタファーに人々の目
は眩む。しかし、津守さんの魅力はただ素材と造形の珍しさから生じるものではない。その魅力の源に、不思
議とゴーギャンの名作「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」のように、人類が
抱える矛盾と不安、そして人間の存在意義に対する問題提起と重ねてしまう。

ガラスと土を隔てる境界線は物質的な問題であり、常に津守作品につき纏う分類的な問題でもある。しかし
それ以上に、享年27歳で他界された西田潤さんが投げ掛けた問い、「陶芸はどこまでが土で、どこまでが釉
薬なのか」のように、津守作品はこれまでの固定観念への疑問符のようにも思える。それは物質さえ超越し
た、もはや形而上学的な問題提起ではないだろうか。「胎動」シリーズは生命誕生の無垢のエネルギーで満
ち溢れ、その生命力で作品が真二つに割れるほど。その一方、「存在の痕跡」は果て朽ちる美を内在し、残さ
れた者の心の破片が美の名残と化す。死生は表裏一体。破壊から創造が始まるように、生と死も季節の移
ろいと同じく、永遠の摂理でもある。相反する様々な二面性を含む津守さんの世界観に、行き交う人々は無
意識に吸い込まれていく。

Falling into you. 手を繋ぎ、行き着くところまで共に落ちよう。深闇へ落下し、それも摂理として受け止めるこ
と。そこは安寧の地。そして立ち止まり、やがて気付く。あなたから始まる物語が私の心の中で続くことに。広
がる心象風景に瞼を閉じ、また夢を見た。

ア・ライトハウス・カナタ
オーナー　青山 和平

Remnants Of
H56×W37×D37 cm
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