topos public @ Kitajima Eye-Clinic Medical Corporation 2017_02 / July - September

2017 July~September

徳永雅之 - 光の絵画 クリニックと現代作家（画家）が互恵的に社会環境を創出するこの企画は、来院された方々は勿論、医療従事者ならびに、
絵画作品の癒しの機能性をはかる画家を交え、従来の共有空間をよりよきものとするための試みとして発想されました。
三ヶ月毎に入れ替わる作家作品を、お愉しみいただければ幸いです。
医療法人 北島眼科クリニック理事長 北島秀一
医療法人北島眼科クリニック
〒381-0042 長野県長野市稲田 3-13-1
phone : 026-213-0205 / fax：026-213-0206
http://kitajima-eye.com

徳永雅之 Masayuki Tokunaga
http://www.tokunagamasayuki.com
1960
1985
1987

長崎県佐世保市生まれ
東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
東京芸術大学大学院美術研究科（修士課程）壁画専攻修了

＜主な個展＞
1991 かねこ・あーと G1 （東京）
1991 ギャラリー美遊 ( 東京 )
1993 ギャラリー Q（東京）
1993 かねこ・あーとギャラリー（東京）
1994 ギャラリーなつか（東京）
かねこ・あーとギャラリー「新世代への視点 ʻ９４」（東京）
1996 ギャラリー EL.POETA ( 埼玉 )
1997 かねこ・あーとギャラリー（東京）
1998 ギャラリー日鉱「SEQUENCE」（東京）
1999 ギャラリー EL.POETA ( 埼玉 )
2000 かねこ・あーと 2「memory」（東京）
2001 ギャラリー EL.POETA ( 埼玉 )「MONOCHROME WORKS」
2002 かねこ・あーとギャラリー（東京）
2003 かねこ・あーとギャラリー（東京）
2004 庭園ギャラリー櫻守（埼玉）
2007 ギャラリー EL.POETA（埼玉）
2008 GALLERY APA（名古屋）
2011 ギャラリー健「The Scene of Light」（埼玉）
2012 「The Scene of Light」ギャラリー枝香庵（東京）
「The Scene of Light」KTN ギャラリー（長崎）
2013 Art Space 88（東京）
2014 ART TRACE GALLERY（東京）
2016 ぎゃらりー由芽（東京）
2016 ART TRACE GALLERY（東京）

ナガノオルタナティブ 2017 - プリベンション 徳永雅之展
2017 年 7 月 1 日〜7 月 29 日
7/1,2,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29 - 14 days 12:00~17:00 入場￥500
2017 7/29 sat ・16:00~ ギャラリートーク
・18:00~ テクノ・連協ライブ
森田亮（ G,Vln.Vo）徳永雅之（Dr）によるユニット
＊ロジェ・ア・ターブル ￥1000- ( 入場 + ライブ + お料理 ) * 当日限
＊ドリンク：FLATBAR（別途有料）@ フラットファイルスラッシュ倉庫ギャラリー
〒380-0875 長野市大字小鍋 11-17
http://naganoalternative.com
http://ﬂatﬁleslash.com
トポス高地 2016 - 吐息 徳永雅之展
2017 年 9 月 1 日〜9 月 30 日
@ 欧風家庭料理店「アリコ・ルージュ」
長野県飯綱町川上 2755 飯綱東高原 飯綱高原ゴルフコース前
phone 026-253-7551
営業時間 12 時 ~20 時 30 分
休館・定休日 火曜
http://homepage3.nifty.com/haricot/

＜主なグループ展＞
1993「Visible Riddle'93」/ ギャラリー Q（東京）
1995「やわらかく重く」/ 埼玉県立近代美術館（埼玉）
/ リーフギャラリー・オハイオ（95-96）
1996「VOCA 展 '96」/ 上野の森美術館（東京）
1998「曖昧なる境界−影像としてのアート」/ O 美術館（東京）
1999「新世代の軌跡」/ かねこ・あーと２（東京）
2001「光とその表現展」/ 練馬区立美術館（東京）
2003「2003 両洋の眼展」/ 松坂屋美術館（名古屋）他（〜2004）
2004「2004 両洋の眼展」/ 松坂屋美術館（名古屋）他
「色の博物誌・黄 地の力 & 空の光」/ 目黒区美術館
「山本秀明・徳永雅之展」/ かねこ・あーと 2（東京）
2005「2005 両洋の眼展」日本橋三越本店（東京）他
2008「さくらさくら展」庭園ギャラリー櫻守（さいたま）
2008「PVAF」（スコットランド）
2009「MY Interaction 2009 大久保宏美 徳永雅之」Shonandai My Gallery（東京）
「二つの扉」 徳永雅之 + 馬場健太郎 Gallery エル・ポエタ
/ 庭園ギャラリー櫻守（さいたま）
「U ボートが出会った 4 人の作家たち」
/ アートギャラリー・CORSO( コルソ ) （東京）
2011「えんぴつの宴」Art Labo. 深川いっぷく（東京）
2012 こづま美千子 + 高津美絵 + 徳永雅之「絵画から」ギャラリーなつか（東京）
2013「Resonance 2013」森田画廊（東京）
2014「絵画と彫刻 徳永雅之 x エサシトモコ」
/ ぎゃらりー由芽・ぎゃらりー由芽のつづき（東京）
2015「形象への眼差し、光景への眺め」アートトレイスギャラリー（東京）
2016「広がる光・育ってゆく断片」徳永雅之 x 久木田茜 ぎゃらりー由芽のつづき（東京）
2017「どこかでお会いしましたね 2017」うらわ美術館（埼玉）
＜パブリックコレクション＞
2000 特別養護老人ホーム「さくら」エントランスホール壁画制作（東京）
2001 エンターテインメントクルーズ船「ROYAL WING」（神奈川）
2004 日本サムスン株式会社（プライベートコレクション）（東京）
2008 パークハイアット上海
2017 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア三条鴨川
＜著書＞
2008 「Tayutau テルミンの小品と光の絵画

溝口竜也 + 徳永雅之」（共著）／冬青社

トポスパブリック @ 医療法人北島眼科クリニック 2017 スケジュール
2017 年 10 月〜12 月 ： たかはしびわ 作品展示
2018 年 1 月〜3 月 ： 吉村正美 作品展示
＊年間 4 作家のトポスパブリックドキュメントは 2018 年 3 月冊子化の予定です。
＊展示作品に関するお問い合わせ

RIEKO SHIOHARA 1985~

作家紹介・同期個展情報

トポス企画責任 町田哲也 / クマサ計画 藝術と思想
長野県上水内郡飯綱町川上 2755-950 〒389-1226 phone & fax 026-405-7519 HP 080-5514-6063

