Royal/T & ART from the ashes
Present a Beneﬁt Exhibition
応援
Support:
Artists Unite for Japan
（ロサンゼルス、２０１１年６月２９日）ー

ロイヤル／ティーとアート

フロム

ジ

アッ

シズ http://www.artfromtheashes.org は芸術的フィロソフィーと広報活動を合同させ、９月１７
日にオープンする、応援/Support: Artists Unite for Japan (日本のために一つになるアーティスト
達）、ベネフィットアート展示会を日本の復興応援のために共催する。このグループ展は才能
と寛大さにあふれたアーチスト達から寄付された作品を集めた物で、売り上げは日本協会の東
日本大震災災害救援基金に寄付される。
アート

フロム

ジ

アッシズの

”支持

鼓吹

創造

改新”の構想を維持するため、全ての

作品は再生要素と応援／支持をテーマをにした物とする。参加するアーチストには使い残し
（創作の過程での余った素材）を作品に使う事を勧められている。可能性の少ないと思われる
材料を使う事によって、出展される作品は希望を活力とする日本の回復過程を象徴とすること
を意図している。
アート

フロム

ジ

アッシズの創立者、ジョイ

「私達の日本を救うための展示会はアート

フエアーは

フロム

ジ

アッシズのミッションの拡大を示し

ています。生命は創造、破壊、改新の連続体であり、私達皆が気づかなければならない真実で
す。芸術のカタルシスな力をとおして、苦難に直面しているコミュニティーが回復の過程を通り
抜けて行く中、支援し励ます事ができるよう祈っています。」と、この展示会への思いを話し
た。
アート

フロム

ジ

アッシズは作品を１００％寄付された参加アーチストの皆様へ心よりお

礼を申し上げます： ジュード
Caroline Blackburn, ピーター

バーガーソン Jud Bergeron, キャロライン
カラス

デイビス Jennifer Davis, ジョイ
Kathie Foley-Meyer, カミル
Seonna Hong, 長谷川洋介

リサ

ガルシア

Joy Feuer, キャシー

クピンスキー

Jean-Pierre Roy, グエン

サミュエルズ

アイサップ

マックリーン

プラットナー Jill Platner, ジャン
Gwen Samuels, ニナ

ホング

Jordin Isip, キール

Debbie Kupinsky, ジョン

マシューズ John Matthews, リック

オチピンチ Lisa Occhipinti, ジル

フォリーマイアー

Camille Rose Garcia, ソナ

Yosuke Hasegawa, ジョーダン

ジョンソン Kiel Johnson, デビー
Jon Langford, ジョン

Peter Callas, ヤヤチャウ YaYa Chou, ジェニファー

フエアー

ローズ

ブラックバーン

ランフォード
Rick McLean,
ピエール

ロイ

サビル Nina Savill, アンド

リュー

ショルツ

Andrew Schoultz, カレン

Sorren, ネイサン

スプアー Nathan Spoor, マイク

ウイリアム

ストレンジャー

田中真由美

Mayumi Tanaka, リディア

ヴィサー

サイキ

ヤウ

スティルキー

William Stranger, シントン

Evan Vieser, マーティン

Yamamoto, デビッド

Karen Sikie, ジョー

ティジョー

ウェブ

ソレン

Joe

Mike Stilkey,

ストレンジャー Sinton Stranger,

ホール Lydia Tjioe Hall, エヴァン

Martin Webb, ヤマモト

ヨウスケ

Yoskay

David Yow.

アートの売上金は日本協会東日本大震災災害救援基金に寄付される。支援金は２０１１年３月
１１日の東日本大震災の被災者の方々を直接救援する機関に送られる。これらの機関は回復を
めざし救援の先頭にたつ日本の非営利団体やメンタルヘルスサービスや片親または両親を亡く
された子供達を含む児童支援などの医療ニーズに貢献する非営利団体を含む。

オープニングレセプション：２０１１年９月１７日（土）
＄２０

寄付金推奨額

開催地：ロイヤル／ティー
tel: 310-559-6300

６−１１pm

8910 Washington Blvd, Culver City, CA 90232

10am-6pm 無休

展示会最終日：２０１１年９月２３

メディア

コンタクト：

Stacy Conde/ステイシー

コンディ

Meghan Patke/メガン

パッキ

Art From the Ashes

Wagstaff Worldwide Inc.

stacy@artfromtheashes.org

meghan@wagstaffworldwide.com

760 464 5967

323.871.1151 ext 112
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アッシズ

について

アート

フロム

ジ

アッシズは自然災害に被害を受けたコミュニティーへ、アートを通し治

アート

フロム

ジ

アッシズ（灰殻からアートへ）はトランスフォーメーション（変化、改

癒的でカタルシスな道を提供しサポートする事をミッションとする501(c)(3)非営利団体です。

造）を示しています。私達は再生品を材料として選び使う事により人々の心、精神、地球をイ
ンスパイアーしサポートする事の望んでいます。アート

フロム

ジ

アッシズの成果は貢献

して頂くアーチスト、スポンサー、寄付金によりサポートされています。詳細はホームページ
にて。

www.artfromtheashes.org.

ロイヤル／ティー

について

カルバーシティーに所在するロイヤル／ティーはカフェ、アート展示会場とコンセプトショッ
プを遊戯的にブレンドした場所です。１万スクエアーフィートのファンタシーに溢れたインテ
リアはオーナー、スーザン
村上隆、ルイーズ
フレッド
む。

ハンコックのコレクションに含まれるアーチストを反響します。

ブルジョア、ジョン

トマセリ、シンディー

カリン、トレイシー

シャーマン、デイブ

エミン、草間彌生、奈良義友、

ミュラー、ジェフ

クーンズ

等を含

このショーケースでは今まで幾つかの日本現代アートと進歩性のあるコンセプトストア

やポップアップショップを合わせ、コレクションの洗練さを日本のポップカルチャーとハイエ
ンドデザインで継ぎ目なく合わせ展示しました。詳細はホームページにて。 www.royal-t.org
日本協会／ジャパンソサエティーについて

日本協会は、1907年(明治40年)にニューヨークに設立された米国の民間非営利団体です。全米
唯一の規模を誇る日米交流団体として、100年間に渡って両国間の相互理解と友好関係を促進す
るため、多岐に渡る活 動を続け2007年に創立100周年を迎えました。その活動範囲は、政治・

経済、芸術・文化、日本語教育な ど幅広い分野にまたがる各種事業や人物交流などを通じて、
グローバルな視点から日本理解を促すと同時 に、日米関係を深く考察する機会を提供していま
す。詳細はホームページにて。 www.japansociety.org

３月３０日に日本協会は東日本大震災，災害支援のための第一回目支援金１００万ドルを救済
／復興支援団体の最前線にある４つの非営利団体にに付与することを発表した。日本協会は引
き続き災害支援金を受けた団体の営みを支援し続ける中、メンタルヘルスや片親または両親を
亡くした子供達を含む児童ニーズを含む医療ニーズを営む団体を支援して行く予定です。支援金
についてのニュースはこちらまで： www.japansociety.org/earthquake.

