
展覧会 開催概要

出展作家 主催・協賛・後援

このたび、The Artcomplex Center of Tokyo(ACT) では、2014 年 4月 29日 ( 火 ) から 5月 6日 ( 火 ) の期間、“掘りごたつ派” のキュ
レーションによる 20名超えのグループ展「掘りごたつハリケーン」を開催致します。
“掘りごたつ派” とは、会田誠氏が提唱する「日本人は机に向かってチマチマと細かい作業をするのが向いていたり、好きである。」と
いう理念を持った“こたつ派”を継承し、“掘りごたつ派”として活動している現代美術絵画集団です。本展は掘りごたつ派が主軸となり、
多方面の作家をキュレーションすることで、大きなムーブメントを作り出し、作家、鑑賞者など全ての人々を巻き込んだ大きな渦と
なり、日本という小さな島国からも欧米型に負けないような良さがあるのだと再認識させる展覧会になるでしょう。
また会期中には、会田誠氏と掘りごたつ派メンバーによるトークショーや、芸術家アイドルユニット・ナマコプリ ( マコプリンシパル
＆ナマコラブ ) によるパーフォーマンスなども開催されます。絵画、立体、インスタレーション、パフォーマンスなど、各作家の表現
域や活動域の垣根を越えた、アートムーブメント・掘りごたつハリケーンを体感しに是非お越し下さい。

会田 誠 ／ 愛☆まどんな ／ 安東 和之 ／ 池内美智子×Michi66

伊藤 雅史 ／ 絵獅匡 ／ OOMこと右田晴山 ／ 大塚 聰 ／ 加藤 俊介

川崎 瞳 ／ 桜井 貴 ／ 清水 大 ／ sioux ／ 玉野 大介 ／ 高木 智宏

千葉 和成 ／ 千葉 史織 ／ 鶴川 勝一 ／ 長谷川 友美 ／ 羽多野 加与

林 麻依子 ／ パルコキノシタ ／ 春名 祐麻 ／ 宮川 慶子 ／ 湯浅 万貴子
敬称略・五十音順

主催：掘りごたつ派

協賛：The Artcomplex Center of  Tokyo

後援：SICF 事務局 ／ island JAPAN ／ Mitsui Art ／ 美学校

掘りごたつ派　アートディレクター＆メインキュレーター　伊藤雅史
掘りごたつ派サイト：http://island.geocities.jp/kotatuschool/
Twitter：https://twitter.com/kotatu_school
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展覧会に向けて

お問い合わせ

掘りごたつ派　The next generation of a Kotatu school (Hori-gotatsu-ha) 

現代社会では、経済・政治・スポーツなどあらゆる分野でグローバル化が進んでおり、グローバルでないものには価値がない
ような風潮になっている。しかし、この論法で行くとその時代の政治的・経済的な超大国の価値観やルールが、世界を覆い尽
くしてしまうことになる。このままでは人種・風土・宗教・歴史・言語などから育まれた独自の文化や伝統までもが、グロー
バル化の名の下に均一的なものになってしまう。アートの世界もその例外ではなく、グローバルであることが価値基準で、若
い作家の中には安易にグローバルを目指す人も多くなっているようだ。
本展の主軸となる「こたつ派」も「堀りごたつ派」も欧米の規範への恭順を強いる現代美術とは違い、「生活と創作が乖離し
ない、こたつのような自然体な創作態度にしか文化の成熟は望めない」という考えで、昨今のグローバル化の流れを意識して
いる。
“まさに生きている間にグローバルな世界の中で勝ち抜くこと” に彼らは異議を唱え、グローバル化などを全く考えずに、限
定された地域や時代に当時の伝統・宗教・文化・風俗・生活などに根ざして、“ひたすら好きな物を創り続けただけで、それ
が結果的にグローバルに見てユニークで価値があると評価されるもの” を目指す作家たちのように思われる。
しかし、いずれにおいてもグローバル化を判断するのは誰かを考えれば、グローバル化の土俵に乗らない道もあるはずであり、
グローバル化など歯牙にもかけない作家もいるべきであろう。ジャンル別に縦割りの日本美術界で、本来ならば同時代で横串
の役割を果たすべき「現代美術」までもが日本では縦割りの一つになってしまっている中で、グローバルを目指す、目指さな
いに関わらず、ギャラリー等の垣根やアート業界の派閥を超えた、作家による試みの一つとして、この展覧会を注目したい。

アートソムリエ 山本冬彦

会田 誠 氏の提唱する大きな意味の「日本人は
机に向かってチマチマと細かい作業をするの 
が向いていたり、好きである。」という、元祖
こたつ派を掘り下げた、掘りごたつ派の風呂敷
を更に広げてみようと試みます。
こたつ派からバトンタッチして新たに仕切りな
おし、設立キュレーターである会田氏に敬意を
抱き、芸術公民館（芸公）的なアートサロンを
拠り所とし、ギャラリー等の垣根やアート業界
の派閥を越えた集まりで、平面の絵画作品が主
な作家達による、時系列では正統なこたつ派に
連なるグループ展を掘り下げて継続して発表し
ていく現代美術絵画集団の名称である。

※会田誠氏は基本的にはキュレーション等には
ノータッチのスピンオフです。

【掘りごたつ派】とは、会田 誠 氏キュレーションの「こたつ派」のオリジナルメンバーの大塚 聰 氏 を
リーダーに迎え、「こたつ派」のニュアンスを時代性の推移等とともにさらに「掘り下げ」ながら、

平面作品をメインとしたグループ展の開催を目指す若手美術家の一派である。

The Artcomplex Center of Tokyo (ACT)
〒160-0015　東京都新宿区大京町 12－9
TEL/FAX｜03-3341-3253
Mail｜info@gallerycomplex.com
WEB SITE｜http://www.gallerycomplex.com/
担当　山下


