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棘を隠して / Hiding the Thorns

三鑰彩音 / Ayane Mikagi
H116.7 × W80.3 cm

（一部のみ表示 / close-up ）

front
始源ノ天空 / The Birth of the Heavens
朝倉隆文 / Takafumi Asakura
H184.2 × W280.5 cm
（一部のみ表示 / close-up ）

NIHONGA RENAISSANCE
May 7th (Fri) – May 29th (Sat), 2021

11am - 6pm, closed Sun/Mon

日本画 ルネサンス
2021年5月7日（金） ～ 5月29日（土）
日、月曜日休廊 午前11時 ～ 午後6時
作家在廊日: 5月7日（金）・ 8日（土）
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Nihonga Renaissance – A New Dawn in Japanese Painting 

A Lighthouse called Kanata is pleased to present the group exhibition Nihonga Renaissance, featuring five Japanese painters who are 
spearheading a new movement within the storied traditions of Japanese painting, thereby taking the genre beyond the shadows of Heisei and 
into a new day and age. 

Placing emphasis on freedom of expression and innovation through the mastering and understanding of traditional techniques, materials 
and new modes of abstraction not found within the classically figurative nature of Nihonga, these five painters break free from the market 
conventions and stereotypes that are commonly placed upon Japanese painters. They eschew the popular trends of Anime/Manga kitsch, as
well as precedence on Western narratives in contemporary art, to paint transcendent paintings that capture the movements within 
themselves. 

Spearheaded by Takafumi Asakura, whose experiments with black ink applied on aluminum leaf on traditional formats such as folding 
screens and scrolls have captivated a global audience, the artists featured in Nihonga Renaissance are a diverse group of individuals who are 
not afraid to challenge the staid hierarchies of Japanese society and its contemporary art industry; the vivid colours of Ayane Mikagi’s 
abstract flowers are uncommon within Japanese painting, whereas the sweeping movements of Kentaro Sato’s large paintings using copious 
amounts of water and wind has introduced a dynamic sense of scale that had been lacking within the medium. Coupled with the ethereal 
depths of Kiyo Hasegawa’s contemplative works, as well as the myriad brushstrokes found within Masanori Maeda’s Zen-like poems, 
Nihonga Renaissance is comprised of artists who question the blind deference to Western narratives in contemporary art through the use of 
materials indigenous to Japan – hand-made paper, natural minerals and pigments such as grinded seashells, charcoal ink and azurite, as well 
as gold, silver and aluminum leaf, while at the same time, utilizing these materials through innovations in traditional techniques such as 
tarashikomi, a medieval blotting technique devised by the Momoyama Period artist Tawaraya Sotatsu (b. 1570 – d. 1640). 

As these artists proclaim, “We rise from the shadows like the morning sun.” 

The Nihonga Renaissance has begun, and we welcome you to its new dawn at A Lighthouse called Kanata this May. 
Wahei Aoyama

Owner
A Lighthouse called Kanata 

ある夢をみた。

世界三大美術館でカナタの作家を主題とする巡回展が開催される事に。飛行機をチャーターし、社員全員とカナタの作家たちと会場へ
旅立つ一行。いざ美術館へ到着すると、美しく立ち並ぶ展示風景に思わず息を呑み、流れくる清らかな空気に、時代という名の流れが
目前で変わり行くことに気付く。社員の笑い声、そして涙を浮かべる作家たち。やがて波のように押し寄せる世界中から訪れる来館者。
真剣な眼差しで作品に見入り、カナタの作品が放つ唯一無二の世界観に衝撃と響めきが会場内に広がる。人の固定観念が変わる瞬間を
目の当たりにし、私の一つの役目が終わる。

パラダイム・シフト。
夢は見るものではない。
叶うものである。

ルネサンスとは黎明期を指す。では黎明期とはなんのことやら。それは過去との決別、暗黒の時代からの復活、そして繁栄を意味する。
ただ、その黎明期に暮らす者は、「ラッキー、こんなに素晴らしい時代に生まれてきて幸運だぜ」と思っていただろうか。そもそも、当
のルネサンスは 19 世紀に名付けられたと聞く。であれば、ダビンチやミケランジェロなどの偉人たちは決して「ルネサンス最高―！」
と連呼していたわけではない。あとからその括りが定着したのだ。

要するに、「時代」という概念は作家が先んじて創造し、人々は後にその「時代」に気付く。先駆者とはそのように、時代を誰よりも先
に駆け抜ける者を指す。

日本画の世界では長きに亘り「具象崇拝」が続く。それはそれでいい。しかし、世界に目を向け、世界の動向を直視し、それを真似る
のではなく、それを越えようとする独自の抽象表現を得意とする日本画家もいる。一過性の流行や大衆迎合とは一線を画し、日本画の
未来を「前へ、前へ」と押し進め、西洋の美術史と西洋の文脈で流れてきた今日の「現代アート」そのものの定義をも変えようとする
作家たち。西洋の観念的支配からの真の解放運動こそ、日本画ルネサンスが齎すパラダイム・シフトである。

朝倉隆文と三鑰彩音。佐藤健太郎。長谷川幾与、そして前田正憲。
日本画の未来はもう、ここに。

ア・ライトハウス・カナタ
青山 和平

日本画  ルネサンス

NIHONGA RENAISSANCE

前田正憲  MASANORI MAEDA

1964 宮崎県に生まれる
1991 東京藝術大学 美術学部 絵画科 日本画専攻 卒業
1964  Born in Miyazaki Prefecture, Japan

1991  Tokyo University of the Arts, BA / Lives and works in Ibaraki

長谷川幾与  KIYO HASEGAWA

1984  東京都に生まれる
2011  多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1984 Born in Tokyo, Japan

2011 Tama Art University, MFA / Lives and works in Saitama

朝倉隆文  TAKAFUMI ASAKURA

1978 神奈川県に生まれる
2002 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1978 Born in Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

2002   Tama Art University, MFA / Lives and works in Yokohama

三鑰彩音  AYANE MIKAGI

1988  神奈川県に生まれる
2017 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1988 Born in Kanagawa Prefecture, Japan

2017 Tama Art University, MFA / Lives and works in Tokyo

佐藤健太郎  KENTARO SATO

1990 宮城県に生まれる
2017 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1990  Born in Miyagi Prefecture, Japan

2017 Tama Art University, MFA / Lives and works in Miyagi

両忘 / both forgotten

前田正憲 /  Masanori Maeda

H73 × W50 cm

devotion

長谷川幾与 /  Kiyo Hasegawa

H91 × W60.6 cm
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目の当たりにし、私の一つの役目が終わる。

パラダイム・シフト。
夢は見るものではない。
叶うものである。

ルネサンスとは黎明期を指す。では黎明期とはなんのことやら。それは過去との決別、暗黒の時代からの復活、そして繁栄を意味する。
ただ、その黎明期に暮らす者は、「ラッキー、こんなに素晴らしい時代に生まれてきて幸運だぜ」と思っていただろうか。そもそも、当
のルネサンスは 19 世紀に名付けられたと聞く。であれば、ダビンチやミケランジェロなどの偉人たちは決して「ルネサンス最高―！」
と連呼していたわけではない。あとからその括りが定着したのだ。

要するに、「時代」という概念は作家が先んじて創造し、人々は後にその「時代」に気付く。先駆者とはそのように、時代を誰よりも先
に駆け抜ける者を指す。

日本画の世界では長きに亘り「具象崇拝」が続く。それはそれでいい。しかし、世界に目を向け、世界の動向を直視し、それを真似る
のではなく、それを越えようとする独自の抽象表現を得意とする日本画家もいる。一過性の流行や大衆迎合とは一線を画し、日本画の
未来を「前へ、前へ」と押し進め、西洋の美術史と西洋の文脈で流れてきた今日の「現代アート」そのものの定義をも変えようとする
作家たち。西洋の観念的支配からの真の解放運動こそ、日本画ルネサンスが齎すパラダイム・シフトである。

朝倉隆文と三鑰彩音。佐藤健太郎。長谷川幾与、そして前田正憲。
日本画の未来はもう、ここに。

ア・ライトハウス・カナタ
青山 和平

日本画  ルネサンス

NIHONGA RENAISSANCE

前田正憲  MASANORI MAEDA

1964 宮崎県に生まれる
1991 東京藝術大学 美術学部 絵画科 日本画専攻 卒業
1964  Born in Miyazaki Prefecture, Japan

1991  Tokyo University of the Arts, BA / Lives and works in Ibaraki

長谷川幾与  KIYO HASEGAWA

1984  東京都に生まれる
2011  多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1984 Born in Tokyo, Japan

2011 Tama Art University, MFA / Lives and works in Saitama

朝倉隆文  TAKAFUMI ASAKURA

1978 神奈川県に生まれる
2002 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1978 Born in Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

2002   Tama Art University, MFA / Lives and works in Yokohama

三鑰彩音  AYANE MIKAGI

1988  神奈川県に生まれる
2017 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1988 Born in Kanagawa Prefecture, Japan

2017 Tama Art University, MFA / Lives and works in Tokyo

佐藤健太郎  KENTARO SATO

1990 宮城県に生まれる
2017 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻日本画研究領域 修了
1990  Born in Miyagi Prefecture, Japan

2017 Tama Art University, MFA / Lives and works in Miyagi

両忘 / both forgotten

前田正憲 /  Masanori Maeda

H73 × W50 cm

devotion

長谷川幾与 /  Kiyo Hasegawa

H91 × W60.6 cm
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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
info@lighthouse-kanata.com

instagram: @lighthouse_kanata

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

back
棘を隠して / Hiding the Thorns

三鑰彩音 / Ayane Mikagi
H116.7 × W80.3 cm

（一部のみ表示 / close-up ）

front
始源ノ天空 / The Birth of the Heavens
朝倉隆文 / Takafumi Asakura
H184.2 × W280.5 cm
（一部のみ表示 / close-up ）

NIHONGA RENAISSANCE
May 7th (Fri) – May 29th (Sat), 2021

11am - 6pm, closed Sun/Mon

日本画  ルネサンス
2021年5月7日（金） ～ 5月29日（土）
日、月曜日休廊  午前11時 ～ 午後6時
作家在廊日: 5月7日（金） ・ 8日（土）

静謐 III / Into the Calm III

佐藤健太郎 / Kentaro Sato 

H182 × W273 cm




