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《ほとりと羽ばたき》 

鳥羽港から北東へ凡そ 14km、水平線に浮かぶ島「神島」。 
道なき道に生い茂る木々の透き間から光がこぼれ落ち、蹠に柔らかな土の感触が残されていく。 
ふと上空を見あげると、果てのない青はどこまでも広がり、ときおり潮の匂いが鼻先を掠めていった。 
明くる日、海風に誘われるように翅を揺らし、ひらりひらりと浅葱色の斑ら模様が横ぎっていく。
蝶は南から北へ、北から南へと一年かけて 2000km に近い旅をするのだという。 
いくつもの土地を飛翔する彼らが見てきた風景は、はたしてどのような姿をしていたのだろうか。 
開け放つ窓辺の淵にその翅を休め、島人の話し声に耳を澄ませる日もあったかも知れない。 
遠くの方では今も汽笛が鳴り響き、風景はただ静かに佇んでいる。 

土地の声に呼ばれるように、失われていく風景の輪郭に触れるため、暮らしの欠けらを拾い集めながら幾度となく同 じ土地を訪ね歩く。
かつて彼らが見たものなのか、いま私が見ているものなのか。瞬くまに過ぎ去っていく日々のと るに足らない出来事が、断片的な姿となっ
ていつまでも脳裏に焼きついている。そのとき対象に向けられていた眼差 しは、はたして何を捉えていたのだろうか。画布の前に佇むと
き、いつもその色の奥に潜むものたちに触れたいと願う。 
キャンバスの内側へ、或いは外側や隣り合う空間を往復するように、その間に生じる掴みがたい風景の輪郭を探るこ とを試みている。 

さざめく波音、島人の声、揺らぐ木々、失われた家、明るい窓辺まで。 
滑空する翅が海のほとりに辿り着くとき、島にもまた新しい季節が訪れるだろう。 

稲垣美侑 

“ほとりと羽ばたき” 2019 , oil on canvas
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稲垣 美侑 Miyuki INAGAKI

1989 神奈川県生まれ
Born in 1989, currently lives and works in Ibaraki, Japan

2014 東京藝術大学 美術学部絵画科 油画専攻 卒業
2015 石橋財団 短期派遣プログラム奨学生 ( 短期欧州研修渡航 )
2015-2016 ナント美術大学 (フランス ) 半期交換留学
2017 東京藝術大学 大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画 修了
2017.4- 東京藝術大学 大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画 在籍

Recent solo exhibitions (selected)
2019 「庭」 経堂アトリエ plum café gallery, 経堂 , 東京
2019 「凪、羽音と」 ARToba, 鳥羽市 , 三重
2018 「ちぐはぐ、窓辺からの綴り」 株式会社ベリタス オフィス内 , 東京
2018 「遠い遠い、そとはあかるい」 Gallery &Café Gigi, 江ノ島 , 神奈川
2018 「瞬きのうちに」 経堂アトリエ plum café gallery, 経堂 , 東京
2017 「所在の輪郭」 絵画棟 8 階 , 東京藝術大学 , 東京
2014 「稲垣美侑 展」 台東区環境ふれあい館ひまわり , 東京

Group Exhibitions (recent selected)
2019 「Count the Waves ‒ 見えないものをつなぐ」東京藝術大学大学美術館 陳列館 , 上野 , 東京
2019 「パラランドスケープ “風景” をめぐる想像力の現在」三重県立美術館 , 津 , 三重
2018 「綴り あとがき」 株式会社ベリタス オフィス内 , 東京
2018 「KAMEYAMA 展」 Bank Bed Gallery/Guest House 田家 (DENCHI), 西浅草 , 東京
2018 「綴り まえがき」 株式会社ベリタス オフィス内 , 東京
2017 「石橋財団・東京藝大油画 海外派遣奨学生展」 東京藝術大学大学美術館 陳列館 , 上野 , 東京
2017 「亀山トリエンナーレ 2017」 岡田屋 月の庭 奥庭 , 三重
2017 「アート・イン湯宿 2017」 湯本館 みなかみ町湯宿温泉 , 群馬
2017 「Through The Glass」 AGC Studio 2F 京橋 , 東京
2017 「新鋭アーティスト発信プロジェクト A-Lab Artist Gate 2017 」 A-Lab, 尼崎 , 兵庫
2017 「Through The Glass - AGC 旭硝子 ×藝大 成果報告作品展」 Yuga Gallery/ 立体工房 , 東京藝術大学 , 東京
2017 「第 65 回 東京藝術大学卒業・修了作品展」 東京藝術大学 , 東京
2016 「Drawing Water DIG TOKYO 2016 - 異文化交流プロジェクト /QCA, 藝大 , 女子美」 AIR3331, 東京
2016 「アート・イン湯宿」 みなかみ町湯宿温泉 , 群馬
2015 「熊野古道美術展 紀伊長島 2015」 紀北町 民家アニタ , 三重
2014 「アート亀山 2014」 市指定文化財 旧舘家 , 三重
2014 「第 62 回東京藝術大学卒業・修了作品展」 東京都美術館 , 上野
2013 「アート亀山 2013」 東町商店街 民家 , 三重

アーティスト トーク , レクチャー
2017 「A-Lab Artist Gate2017」 アーティスト トーク , A-Lab ( あまらぶアートラボ ), 兵庫県尼崎
　　　「芸術表象専攻 アートアクティヴィティA  ‒ 思考 / 試行 /志向 : 眼差しの在り処」 アーティスト トーク , 女子美術大学 芸術表
象専攻
2016 「亀山トリエンナーレ シンポジウム」 アーティスト トーク , 三重県亀山 旧舘家
2013 「公衆衛生学  ‒ 医療とアート」 全 6講義 , 慶應義塾大学 大学医学部公衆衛生学 , 信濃町キャンパス

 
助成
2017 「第 32回 ホルベインスカラシップ」  奨学生
2015 「石橋財団 短期派遣プログラム」   奨学生 ( 研修渡航先 : フランス , ベルギー , オランダ , イギリス , スペイン ) 

収蔵
2017    「みなかみコレクション」 群馬県みなかみ町


