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奥野敏晴

センサート・ギャラリー vol.17 企画展は、
「奥野敏晴（陶）+ 奥野容子（ジュエリー）+ 高野いくの（絵画）三人展」を
開催させていただきます。
奥野さん ご夫妻は大阪のご出身で、
現在は奈良県の御杖村にお住まいと陶房があります。
敏晴さんは
（陶の器やオブジェ）、容子さんは
（陶のジュエリー）
を制作し、
主に東京・京都・大阪方面にて個展を開催されています。
高野いくのさんは
（絵画）三重県津市のご出身、
現在は京都にお住まいで大阪を中心に活動。
「私の天国」をテーマに、
油絵にて淡くて深い独自の表現を探求されています。
三人の作品で織り成す楽しい展示になりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

会期：2017年

9月２日（土）〜 10日（日）

時間：11:00 -17:00
会期中無休
作家、ほぼ毎日在廊予定

センサート・ギャラリー
518-0479 三重県名張市百合が丘東９番町２９０

http://sensart-gallery.com
Art Director : Harumi Kimura (Kimura Art Studio)

090-4251-8048
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Toshiharu Okuno （Ceramic）

陶房の在所は、奈良奥宇陀の山神宿る杜と里。
山を畏怖し祀られ語られて。
目に見えぬ虚妄の世の向こう側を空想し
土の形に。

高野いくの

ひとつひとつの作品に物語があるように。

Ikuno Takano （Painting）

白い絵の具をパレットにたっぷりとだして

プロフィール
滴翠美術館付属陶芸研究所専攻科卒業。

その時ピンときた色を数種類、もりもりと混ぜていきます。

主に東京、大阪、京都などのギャラリーで個展を開催。

根気よくこねると、次第にまろやかになり、愛しい色が出来上がります。

洲本市の淡路島国際ホテル・アレックス（現：夢海游淡路島）

そしてそれを、またしても根気よく画面の上に重ねていきます。

ロビー壁面、和歌山県田辺市海浜公園モニュメントなどの

我が家のアトリエには窓があり、作業の手を止めて一息、ゆっくりと眺めます。

制作も手がける。

そのたびに、
「かなわないなぁ」
と目を細め、憧れながらまた色を重ねていくのです。
それが私の制作です。

奥野容子

色々あるなぁを色々あったなぁへ

Yoko Okuno （ Jewelry）

コツコツと優しい土をかけながら、前向きに日々を埋葬しているのです。

陶の素材を器に留めずにとの思いで製作してきました。

プロフィール

金属、ファイバーなどと組み合わせた陶ジュエリーは

1986年 三重県津市出身。

近年、旅先の拾得物との組み合わせに面白さを感じています。

2012年 京都造形芸術大学大学院 芸術研究科 芸術表現専攻 修士課程修了。
2011年 gallery 恵風(京都)にて初個展を開催。

出会いを大切に、瞬間を永遠に。

以降、大阪を中心に活動を行い、gallery 家 ie（2011・2013）

また、根っこの作品は小さな陶ピースが繋がり絡まり伸びる形に

Oギャラリーeyes（2013・2015・2016・2017）などにて個展を開催。

私自身を見る気がしています。

「私の天国」をテーマに、油絵にて淡くて深い独自の表現を探求している。

プロフィール
大阪芸術大学工芸科陶芸卒業。
適翠美術館付属陶芸研究所専攻科や、山梨県立宝石美術専門学校研究科で学ぶ。
陶・磁と他の素材を組合せたクラフト・ジュエリー作家として
仏・独・米や韓国・台湾の美術館などで開催された展覧会に出展。

「感じる」をコンセプトに、現代アート・フォトグラフィー・ファッション・クラフト・有名・無名・
健常者・障害者などのジャンルを超えて、アートとして展覧するギャラリーです。
カフェも隣接しています。
Art Direction by Kimura Art Studio, Harumi Kimura

センサート・ギャラリー

ACCESS

〒 518-0479

電車の場合

三重県名張市百合が丘東９番町２９０
（百合が丘小学校・西隣）

近鉄大阪線名張駅下車、東口からタクシー
又は、三重交通バス百合が丘小学校前下車
坂を下り徒歩１〜2 分

Tel : 0595-62-3271 （代表）

車の場合

企画展は 090-4251-8048 （木村春美）

大阪方面からは、名阪国道針インター又は
小倉インターより R１６５経由で約３０分

info@sensart-gallery.com
http://sensart-gallery.com

名古屋方面からは、名阪国道上野インター
より、R３６８、R１６５経由で約３０分

R 368 至／名阪上野 I.C
至／大阪・京都
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Toshiharu + Yoko Okuno + Ikuno Takano Exhibition
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Art Direction by Harumi Kimura at Kimura Art Studio
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白い絵の具を

パレットにたっぷりとだして

その時ピンときた色を数種類

もりもりと混ぜていきます︒

根気よくこねると

次第にまろやかになり

愛しい色が出来上がります︒

そしてそれを︑またしても根気よく

画面の上に重ねていきます︒

我が家のアトリエには窓があり

奥野敏晴 + 奥野容子 + 高野いくの 三人展

vol.17

作業の手を止めて一息

「私の天国」をテーマに、油絵にて淡くて深い独自の表現を探求している。

ゆっくりと眺めます︒

Oギャラリーeyes（2013・2015・2016・2017）などにて個展を開催。

そのたびに﹁かなわないなぁ﹂と目を細め

以降、大阪を中心に活動を行い、gallery 家 ie（2011・2013）

憧れながらまた色を重ねていくのです︒

2011年 gallery 恵風(京都)にて初個展を開催。

それが私の制作です︒

2012年 京都造形芸術大学大学院 芸術研究科 芸術表現専攻 修士課程修了。

色々あるなぁを色々あったなぁへ

1986年 三重県津市出身。

コツコツと優しい土をかけながら

前向きに日々を埋葬しているのです︒

高野いくの Ikuno Takano （Painting）
プロフィール

9 月 2 日（土）〜 10 日（日） 11：00 〜17：00 会期中無休

Toshiharu + Yoko Okuno + Ikuno Takano Exhibition

制作も手がける。

陶房の在所は︑奈良奥宇陀の山神宿る杜と里︒

山を畏怖し祀られ語られて︒

目に見えぬ虚妄の世の向こう側を空想し

土の形に︒

ひとつひとつの作品に物語があるように︒

陶の素材を器に留めずにとの思いで製作してきました︒

ロビー壁面、和歌山県田辺市海浜公園モニュメントなどの

金属︑ファイバーなどと組み合わせた陶ジュエリーは

洲本市の淡路島国際ホテル・アレックス（現：夢海游淡路島）

近年︑旅先の拾得物との組み合わせに面白さを感じています︒

主に東京、大阪、京都などのギャラリーで個展を開催。

出会いを大切に︑瞬間を永遠に︒

滴翠美術館付属陶芸研究所専攻科卒業。

また︑根っこの作品は小さな陶ピースが繋がり絡まり伸びる形に

Toshiharu Okuno （Ceramic）

私自身を見る気がしています︒

奥野敏晴
プロフィール

奥野容子

Yoko Okuno （ Jewelry）

プロフィール
大阪芸術大学工芸科陶芸卒業。
適翠美術館付属陶芸研究所専攻科や
山梨県立宝石美術専門学校研究科で学ぶ。
陶・磁と他の素材を組合せたクラフト・ジュエリー
作家として、仏・独・米や韓国・台湾の美術館など
で開催された展覧会に出展。

