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報道関係者各位 

十和田市現代美術館 2016 年度企画展のご案内 vol.1 

シンシアリー・ユアーズ — 親愛なるあなたの 大宮エリーより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平素より、十和田市現代美術館の活動に対して格別のご高配、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

当館では、2016 年 5 月 28 日［土］より 9 月 25 日［日］まで、大宮エリーの美術館での初個展「シンシアリー・

ユアーズ ― 親愛なるあなたの 大宮エリーより」を開催いたします。 

 

大宮エリー（おおみや えりー／1975 年生まれ／作家、演出家、画家）は、脚本家、CM ディレクター、映画監

督、エッセイスト、コピーライター、ラジオパーソナリティなど多彩な活動によって、その才能が注目されてい

ます。2012 年、「思いを伝えるということ」展を開催し、インスタレーションや言葉を使った観客参加の「装置」

は多くの来場者の感動を呼びました。その後も「生きているということ」展、「星空からのメッセージ」展を開

催、人びとの心に問いかけるような作品を意欲的に発表してきました。 

 

また大宮は、2012 年に行ったライブペインティング「お祝いの調べ：直島」をきっかけとして絵画制作に本格的

に取り組みます。2015 年には絵画による個展「emotional journey」を開催し、初の画集を出版しました。画家

としての活動を始めたのは近年のことですが、その取り組みはアート界のみならず多方面から高い評価を受けて

います。 

 

本展では、大宮の新作と代表的な絵画作品、ドローイングを展示します。伸びやかで、天性のバイブレーション

みなぎる作品は、雄大な自然のモチーフから身近なモチーフまで、物語性を感じさせ、私たちの感情に訴えかけ

ます。当館の企画展示室以外のスペースも大胆に使い、大画面の力作をまとめてご覧いただくことができます。 

図版 1《希望の海》2015 年 209.0 × 326.0 cm © Ellie Omiya 
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大宮の作品の特色が最大限に発揮されるのが、ミュージシャンの演奏とともにおこなうライブペインティングで

す。自らもバイオリン奏者として活躍する大宮は、絵画と音楽という境界を超えたダイナミックな作品をつくり

だします。その生成に立ち会う時間は私たちにとって特別な体験となるでしょう。 

 

また、このたび「大宮エリーの商店街美術館」を同時開催いたします。美術館と街をつなぐユニークな試みとし

て、十和田市内の商店街を中心にインスタレーションの展示を行うほか、イベントやワークショップ等の開催も

予定しています。ぜひご期待ください。 

 

 基本情報 

展覧会名 シンシアリー・ユアーズ ― 親愛なるあなたの 大宮エリーより 

 展覧会英名 Ellie Omiya Exhibition  Sincerely yours, Ellie Omiya 

 会期  2016 年 5 月 28 日（土）～9 月 25 日（日） 

 会場  十和田市現代美術館 

 開館時間 9:00～17:00（入場は閉館の 30 分前まで） 

 閉館日  月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日） 

ただし、8 月 1 日（月）、8 日（月）、15 日（月）、9 月 20 日（火）は臨時開館。  

観覧料  企画展＋常設展セット券 1000 円。企画展の個別料金は一般 600 円。 

団体（20 名以上）100 円引き。高校生以下無料。  

主催  大宮エリー展実行委員会、十和田市現代美術館 

 協力  小山登美夫ギャラリー 

企画  児島やよい（当館副館長*）     * 2016 年 4 月 1 日着任 

 

作家紹介 

大宮エリー Ellie Omiya （作家／演出家／画家） 

1975 年、大阪生まれ。東京大学薬学部卒業。広告代理店勤務を経て、2006 年に独立。日常を綴ったエッセイ集

を出版。脚本家、映画監督としても活躍し、ラジオのパーソナリティーや、テレビ番組の司会などもこなす。 

 

主な展覧会に「思いを伝えるということ」展（2012 年、PARCO MUSEUM ほか）、「生きているというこ

と」展（2013 年、PARCO MUSEUM）、「星空からのメッセージ」展（2013 年、コニカミノルタプラザ／

2014 年、三菱地所アルティアム）、「emotional journey― 大宮エリー、初の大絵画展―」（2015 年、代官山

ヒルサイドテラス）、「painting dreams」（2015 年、渋谷ヒカリエ 

8/COURT）などがある。 

 

主な著書としては『生きるコント』『生きるコント 2』（文春文庫）、『思

いを伝えるということ展のすべて』（フォイル）、『なんとか生きてます

ッ』『なんとか生きてますッ 2』（毎日新聞社）など多数。画集『ELLIE 

OMIYA EMOTIONAL JOURNEY』（フォイル）も出版している。 図版 2  Photo by MASARU FURUYA 
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作家からのメッセージ 

どの絵も、dear からはじまり、sincerly yoursで終わります。 

みなさんにとっての一枚があるといいなと心から思っています。 

 それぞれ手紙を書くかのように、絵を。 

 届くといいな。 

 ぜひ、受け取って何か感じたり、読み取ってください。 

 お返事は不要です。 

 十和田でお待ちしております。 

                       大宮エリー 

作品紹介 

出品作品数：絵画作品（約 30 点）、ドローイング作品（約 20 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図版 6《Mt. Fuji》2015 年 ©Ellie Omiya 

図版 4 《lake side》2015 年 ©Ellie Omiya 

図版 5《Forest》2015 年 ©Ellie Omiya 

図版 3《A DIRECTION》2013 年 ©Ellie Omiya 

図版 7 《赤い女の子》2015 年 ©Ellie Omiya 

* プレス用画像の貸し出しをご希望の際は 

担当までご連絡ください。 
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関連イベントのご案内 

会期中、アーティストによるライブペインティング、トーク、ワークショップ等を予定しております。 

5 月 28 日（土）ギャラリートーク＆ライブペインティング 

6 月 12 日（日）イベント 

7 月 24 日（日）イベント 

8 月 14 日（日）ワークショップ  

*日程、内容は変更となる可能性があります。 

 

同時開催「大宮エリーの商店街美術館」 

十和田市内の商店街にて、展示やイベント等をおこないます。 

会期  2016 年 5 月 28 日（土）〜9 月 25 日（日）（予定） 

会場  十和田市 商店街 

 

*会期中の関連イベントや「大宮エリーの商店街美術館」について、詳しくは次回のプレスリリース vol.2 にて

ご案内いたします。また、順次当館ホームページでも告知してまいります。 

 


