Bertram Schiller +
Kanako Okuno +
Tamaki Kawaguchi
Exhibition
2017.4.30.(sun) - 5. 7.(sun)
open 11 : 00 - 18 : 00

※5. 1.-5. 2. closed 休み

自由工房

東大阪市北石切町25-7
Tel/Fax 072-981-5977

"Jiyukobo"
Higashiosaka-shi Kitaishikiri-cho25-7

Bertram Schiller +
Kanako Okuno +
Tamaki Kawaguchi
Exhibition
生駒山の麓にある、緑に囲まれた自由工房。
ここで昨年の二人展につづき、今年は、ベアトラム・シラー、奥野哉子、川口珠生の３人展を開催します。
それぞれの日常のなかで、それぞれのかたちで創ることを続ける３人の作品が、”ギャラリー”ではない
この空間に集まります。
ベアトラム・シラーは、新しいシリーズ、花の写真を発表。
奥野哉子は、
「樹々＋めざめる人々」
シリーズの新作と絵本作品「いろはにこんぺいとう」の原画を展示、
川口珠生は、絵画＋透明な支持体を題材に、空間へのドローイングやパフォーマンスを試みます。

Bertram Schiller

このサイトスペシフィックな空間に、
どんな世界が広がるのか楽しみです。
"Jiyukobo", a space located at the bottom of Mt. Ikoma, will host an exhibition comprising selected
works of art from Bertram Schiller, Kanako Okuno and Tamaki Kawaguchi.
Three artists with totally diﬀerent backgrounds however each of them drawing inspiration from the
things and happenings of their respective personal and day-to-day lives. Three artists and their
diverse positions and views now uniﬁed in a space which is usually not used as a gallery.
Bertram Schiller will show his new series of ﬂower photographs.
Kanako Okuno will exhibit drawings of trees and faces as well as pages from her latest picture book
"Irohanikonpeito".
Tamaki Kawaguchi will do a performance showcasing her "drawings in space" on transparent
image carriers.
奥野

哉子

川口

珠生

All three artists are really looking forward to whatever will emerge on these days and are curious
about your impressions and questions.

□Bertram Schiller（ベアトラム シラー）

2005 Alanus University of Arts and Social Science ビジュアルアート
（ドイツ) 卒業
2006 来日
2010 MIO写真賞審査員特別賞
international photography award 2013 1st place editorial environmental
2015 Siena photography awards ﬁnalist.
http://www.bertramschiller.com/

□奥野

哉子

(おくの かなこ）

□川口

珠生 （かわぐち たまき）

2004 Alanus University of Arts and Social Science 絵画科（ドイツ) 卒業
2015/2014 日産童話と絵本のグランプリ優秀賞、講談社絵本新人賞佳作
1994 京都教育大学特修美術科卒業。2004 ChelseaCollege of Art（UK)卒業
2016 ART GARDEN(阪急西宮ガーデンズ)
2016 川崎市民ミュージアム、
アメンボを描くパフォーマンスなど
http://tamakiki.com/
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東大阪市北石切町25-7
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セブン
イレブン

4/30 日(日）17:00 - ささやかなオープニングパーティを行います。

川畑
整骨院

新鮮館

階段

階段

※期間中、川口パフォーマンス時々あり

近鉄

奈良

線

石切駅

最寄駅は新石切駅（地下鉄中央線）から徒歩20分
もしくは石切駅（近鉄奈良線）から徒歩15分 こちらは生駒山から下がってくる眺めのいい経路です。
Google Mapで「自由工房 東大阪」
と検索 ※若干駐車スペースもあります。

サンクス
地下鉄中央線 三井住友銀行

新石切駅

