
「京都人×Next Generation Artists」展

3/21（火・祝）→26（日）午前１０時▶午後６時 最終日 午後４時閉場

京都府立文化芸術会館 １階展示室【入場無料】

【出品作家】

【選考委員】
納屋 嘉人　　　京都ライオンズクラブ 会長　株式会社淡交社 代表取締役会長
藪内 紹智　　　京都ライオンズクラブ 第一副会長　茶道藪内流 家元
武田 純 京都ライオンズクラブ 第二副会長　康生会武田病院 病院長
伊東 庄五郎　　十三世伊東久重嗣　御所人形師　
金剛 永謹　　　金剛流宗家　能楽師
佐藤 敬二　　　大手前大学 講師
千 宗旦 茶道表千家十四代家元　一般財団法人不審庵 名誉理事長
羽田 登 京都工芸美術作家協会 理事長　染色工芸家
畑 正高 香老舗 株式会社松栄堂 代表取締役社長　
吉村 樂入　　　一般財団法人京都陶磁器協会 副理事長　陶芸家

主催 : 京都ライオンズクラブ 　共催：京都府立文化芸術会館　　後援：京都市　

京都人 ×
Next
Generation
Artists

定家 亜由子（日本画）　釣谷 梓（日本画）　橋村 太輔（染織工芸）

平野 早依子（現代美術）　藤原 裕之（日本画）

べーハイム 雪絵 ラオレンティア（現代美術・能面）　宮木 康（漆芸）

森本 盾二（彫刻）　横山 美奈子（陶芸）　樂 雅臣（彫刻）

〒602-0858 京都市上京区河原町通広小路角／ Tel.075-222-1046

【お問合せ】京都ライオンズクラブTEL.075-251-0929　E-mail：office@kyoto-lions.jp 

KYOTO LIONS CLUB PRESENTS EXHIBITION

京都人×Next Generation Artists トークショー
３月２５日（土）午後２時～　京都府立文化芸術会館 １階展示室にて

ースペシャルイベントー

※当日ライブ配信も行います。詳しくは京都ライオンズクラブHPまで →



まもなく文化庁が京都に移転します。歓迎するとともに文化都市京都としてもり立ててゆきたいと考えております。
京都ライオンズクラブでは、次代の京都の美術シーンをリードする若手芸術家を、

当クラブ所属のアート大好き京都人が責任を持って発掘、選考して
京都の美術界に新しい風を吹き込むべく展覧会を企画いたしました。

より多くの方々に認知いただき京都の街全体で芸術家を育んでゆきたいと考えております。

横山 美奈子
1978 愛知県生まれ
2020 京都府立陶工高等技術専門校 総合コース修了
2021 京都市産業技術研究所 陶磁器コース修了
2022 京都市産業技術研究所 陶磁器応用コース修了

藤原 裕之
1979 京都生まれ
2005 京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻修士課程修了
2006 京展  入選
2011 第３回京都日本画新展 同12、13、16
       髙島屋大阪店にて個展  同16、21
2014 第２回郷さくら美術館桜花賞展
2015 カツラ ユミ パリコレクション2015 ドレス制作
2017 京都府新鋭選抜展2017
2018 髙島屋京都店にて個展　他グループ展等 多数

橋村 太輔
1999 花脊白眉庵に入社
2000 山本護氏に師事し着物の図案と下絵を学ぶ
2011 友禅の多様を求めて絹から木材へと挑戦する。
2013 新宿伊勢丹でWood 友禅を発表
2014 パリ・メゾンエオブジェにWood 友禅で出展
2015 三越伊勢丹で展示販売
2016 京都フォーシーズンズホテルのドアパネルを制作
2021 中国、北京ホテルの壁面オブジェを制作

森本 盾二
1980 京都生まれ
2017 第 41 回新日美展 特選受賞
2018 第 42 回新日美展 東京都議会議長賞受賞
　　 香老舗 松栄堂 薫習館にて個展
2019 第 43 回新日美展 新日美大賞受賞
　　 洛宙KANSEIアート展京都 2019
2020 MI gallery 企画「12cmの世界」展
2021 洛宙 KANSEIアート展京都 2021
　　 洛宙 KANSEIアート展京都 2021 秋
2022 洛宙 KANSEIアート展京都 2022

樂　雅臣
1983 京都生まれ
2008 東京造形大学修士課程修了
　　 みゆき画廊にて個展
2010 T’s gallery にて個展
2014 Gallery 座 Stone にて個展　
2015 賀茂別雷神社にて個展
2017 美術館「えき」KYOTO にて個展
　　 石川県立美術館にて個展
2018 京都市芸術新人賞受賞

出品作家

釣谷　梓
1992 富山県生まれ
2015 京都精華大学芸術学部造形学科日本画コース卒業
2016 改組新第 3回日展　入選
       京都花鳥館奨学金　優秀賞 (18 年最優秀賞 )
2017 第 4回続京都日本画新展
　　（美術館「えき」KYOTO 同 18 年）
2019 ギャルリー石塀小路和田にて日本画 2人展
2021 京都日本画新展 2021( 美術館「えき」KYOTO)
       新日春展　入選 (同 22 年 )
2022 gallery art space miki にて日本画 3人展
2023 第 10 回郷さくら美術館　桜花賞展　奨励賞
　　（郷さくら美術館 /東京）

平野 早依子
2009 同志社大学文学部卒業
2013 リキテックスアートプライズ 2013 入選
2015 超京都 art kyoto 2015 （京都文化博物館）
　　 FAAP Artist in Residence（サンパウロ/ブラジル）
2018 Seoul Art Expo 2018 （ソウル/韓国）
2019 個展「いのちの音」（ホテルオークラ京都）
2022 個展「You are my friend.」（芦屋画廊 kyoto/京都）
2023 ユリヤ・ボンダレンコ 平野早依子 二人展Ukraine&
　　 Japan -Hiding Place in Art-（京都府民ホールアルティ）

展覧会について

定家 亜由子
2008 京都市立芸術大学大学院美術研究科日本画専攻修了 
2009 京都市立芸術大学日本画研究室非常勤講師勤務（～2011）
2015 高野山別格本山惠光院にて 開創 1200 年記念 襖絵奉納
2018 高野山大本山寶壽院にて 襖絵奉納
　　 画文集 “美しいものを美しく定家亜由子の日本画の
　　 世界” 刊行（淡交社）
 JR 京の冬の旅 デスティネーションキャンペーン出演

2021 白沙村荘 橋本関雪記念館にて個展
2022 日本橋三越本店美術画廊にて個展 （同 2019 年）
2023 5/19-5/30 宮脇賣扇庵 200周年特別企画にて個展予定

べーハイム 雪絵 ラオレンティア
1990 ミュンヘン生まれ
2017 京都市立芸術大学 彫刻科一年間留学
　　 デュッセルドルフ美術アカデミー卒業
2019 能面師北沢元白氏に師事
2020 K21 美術館 , デュッセルドルフにて展覧会

クマグスク SAS, 京都にて個展
2021 Weltkunstzimmer, デュッセルドルフにて展覧会
 　　京都府立府民ホール アルティにて個展
2022 Kunst im Tunnel, デュッセルドルフにて展覧会
2023 ザ・ターミナル京都にて個展

Photo : Stefan Diendorf

宮木　康
1981 京都に生まれる
2012 日工会展日工会賞（’ 13 大賞、’ 14 奨励賞）
　　 全関西美術展第二席（’ 17 第一席）
2013 第 25 回　創工会展創工会大賞、京都新聞賞
2016 第 28 回　創工会展京都府知事賞
　　 改組 第３回日展京都展 京都新聞賞
2017 京都工芸美術作家協会賞
2018 京都芸術祭　国際交流総合展京都府知事賞
2022 創工会展　創工会大賞受賞、京都新聞賞
パブリックコレクション：Morikami museum（Florida in US）


