Group Show IV

2011 年 6 月 3 日 ( 金 ) - 6 月 25 日 ( 土 )
Fri.3 June - Sat.25 June 2011
展覧会名：「Group Show IV」
出展作家：興梠優護，サガキケイタ，助田徹臣
会期 : 2011 年 6 月 3 日 ( 金 ) - 6 月 25 日 ( 土 )
会場：CASHI ( 日 . 月 . 祝日休廊 )
TEL：03-5825-4703 FAX：03-5825-4704
MAIL：info@cashi.jp WEB：http://cashi.jp/
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 2-5-18-1F
JR・都営浅草線浅草橋駅 A2 出口より徒歩 4 分
JR 馬喰町 / 馬喰横山駅 C4 出口より徒歩 4 分
Group Show IV
Artist : Yugo KOHROGI, Keita SAGAKI, Tetsuomi SUKEDA
Fri.3 Jun ‒ Sat.25 Jun 2011
Place : CASHI
Gallery hours : Tue.-Sat. 11:00-19:00
Closed on Sundays, Mondays and public holidays
Address : 2-5-18-1F, Nihonbashi-Bakurocho, Chuo-ku, Tokyo
TEL : 03-5825-4703 FAX : 03-5825-4704
MAIL : info@cashi.jp WEB : http://cashi.jp/
Access : 4min walk from Asakusabashi Sta. Exit A2
4min walk from JR Bakurocho Sta.,
Bakuro-Yokoyama Sta. Exit C4
助田徹臣 Tetsuomi SUKEDA「Person of umbrella」2005 Type-C print H1200xW1400mm

入梅の候、
皆様におかれましては皆様益々ご繁栄のことと存じます。
この度CASHIでは、
6月3日から6月25日まで、
CASHI取り扱い作家によるグル
ープ展「Group ShowIV」
を開催いたします。
本展覧会では、三名の作家によるグループ展です。開廊初期の頃に展示
された作品を、
今一度展示致します。
興梠の、
柔らかくとろけるタッチから、
光のある爆発の風景への軌跡を、
助田の、
美しく静かなクラシカルさを讃えた初期の写真作品を、
サガキの、整然と着実に対象を捉えたサガキならではの細密画を、
それぞれ
展示致します。
決して点数は多くありませんが、
ここにはCASHIが、
オープン当時から現在
に至るまで思い描いてきた気風があります。
「Group Show IV」
を、
この機会
にどうぞご高覧ください。
※今展ではレセプションは行いません。

Regards,
*The reception party doesn't do in this exhibition.

If you have any query concerning the exhibition,
please contact us without hesitation. Contact details are listed below.
Erika Matsushima / 03-5825-4703 , info@cashi.jp

本展覧会に関するご質問は下記までお願い致します。
担当 松島英理香
03-5825-4703
info@cashi.jp

サガキケイタ Keita SAGAKI「2010」2010
Pen, Paper on panel. H1300×W1620mm

At the beginning of the rainy season, we hope you are all doing well.
We, CASHI, proudly announce that Group ShowIV , group exhibition of young three artists, is going to be held.
Group ShowIV , the exhibition of this time, we represent a
atmosphere of CASHI.We express the atmosphere by oil painting, a
photograph, minute description this time.
You are cordially invited to join this exhibition to take a look at these
artworks.

興梠優護 Yugo Kohrogi「soul wax」2009
Oil on canvas H1620xW1303mm

助田徹臣 Tetsuomi SUKEDA「Newton's girlfriend」2007 Type-C print H460xW580mm Ed.5

