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end of the world supernova.

森山寛二郎 陶展

2016年11月3日
（木・祝）〜11月12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：11月3日
（木・祝）〜11月5日
（土）

「石もの」の時代と謳われる昨今。磁土を扱う作家が隆盛を誇り、
最先端を走ってきた。
それはそれで良い。時代は浮き沈み、黎明
もあれば終焉もある。
しかし近年、
「土もの」の復権を予感させる
若手が一人、民芸の里・小石原から登場した。作家の名は森山
寛二郎。故郷の土と類稀な轆轤技術と焼成技術を駆使しな
がら、壮大な立体造形を制作し、切れ味の鋭いエッジと吸い込
まれそうな曲線美に「陶」の新たな可能性を示した。複雑にうご
めく別々のパーツが重なり連なり、一帯が奏でる緊張感に思わず
息を飲む。建築的、彫刻的、造形的。呼び名は兎も角、森山作品
の曲線のように、廻り来る一つの世界の終わりが新たな祈りを
もたらす。
まさに、end of the world, supernova.
酉福 青山和平

end of the world supernova.
kanjiro moriyama.

November 3rd (Thu) – November 12th (Sat), 2016
Kanjiro Moriyama is a game-changer. The symbolic leader of
a younger generation of emerging Yufuku artists in their late
20's to early 30's who are creating wildly imaginative
artworks far removed from and which vanquish preconceptions of what their respective materials can achieve aesthetically, the artist has mesmerised audiences for his uncanny
ability to create dynamically oscillating sculptures from the
humble potter's wheel, widely known to not only be a tool
for the mass production of vessels but notoriously difficult to
create abstractions in clay. Moriyama has taken the device on
its head, throwing large clay bodies on the wheel and uniting
these separate parts together in the kiln - a feat easier said
than done. But technique and material are only means to an
end, and both thrown clay and fire are consciously chosen by
Moriyama to conjure and realise a beauty that lies within.
Luscious silhouettes combined with razor edges, drenched in
glazes both white and black. The young Moriyama's vision
blooms brightly.
Wahei Aoyama, Yufuku Gallery

＜主な受賞・入選＞
第45回記念朝日陶芸展 グランプリ
（ 07）／第9回国際陶磁器展
美濃 入選（ 11）／神戸ビエンナーレ 現代陶芸展 奨励賞（ 13）、
1984年 福岡県小石原に生まれる
入選（ 11）／第22回日本陶芸展 自由造形部門 賞候補（ 13）／
2014年 Collect
（英・ロンドン）
（ 15）
ファエンツァ国際陶芸展 入選（伊）
（ 13, 15）／第5回菊池ビエ
酉福にて初個展
ンナーレ 入選（ 13）／現在形の陶芸 萩大賞展 優秀賞（ 14）、
2015年 Art Stage Singapore
（シンガポール）
（ 16） 入選
（ 10）／第30回西日本陶芸美術展 経済産業大臣賞（ 15）／
Art Miami
（米・マイアミ）
（ 16）
陶美展 最高賞・日本陶芸美術協会賞（ 16）、優秀賞・十四代酒井
（米・ニューヨーク） 田柿右衛門記念賞
2016年 Spring Masters New York
（ 14）
／第113回有田国際陶磁展 美術工芸品・
EAF Monaco
（モナコ）
オブジェ部門 大賞・文部科学大臣賞（ 16）
酉福作家二人展
（Galerie Marianne Heller, ＜パブリック・コレクション＞
独・ハイデルベルク）
ファエンツァ国立陶芸博物館（伊）／佐賀県立九州陶磁文化館
Art Taipei
（台湾・台北）
絵画館
その他各地で個展・グループ展多数開催

森山寛二郎

（もりやま・かんじろう）Kanjiro Moriyama

www.yufuku.net www.facebook.com/yufukugallery
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For more info in English, please view www.yufuku.net
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