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梅田純一āā１９５０年東京生まれ。 創造的な物作りを目指すのに
その生き方が保守的であるのは、
おかしいと考えて独学にて作陶。
私の独学とは出合う物すべてを師として、
自ら学び続ける姿勢を言う。
作り手と使い手による自由な物作りを目指し個展を発表の場としている。
わがままな作り手と同じわがままな使い手の出合いが今回の作品を
作った。
こうして夢が叶うのも権威にたよらず多くの使い手に支えられる物作りを
目指した結果です。 私の考える作家活動の理想の関係です。
長い間辛抱強く支えてくれた、
会員の皆様、
個展で応援してくれた皆様に
心より感謝しています。 どうかこれからも一緒に歩んでください。
４月日本橋髙島屋、
５月名古屋髙島屋、
６月大阪髙島屋、
１０月玉川髙島屋
１１月広島ギャラリーたむら、
１２月京都髙島屋にて毎年定期的に開催
予定。
髙島屋での個展通算１２０回を迎えました。
詳しいスケジュールは
「陶芸家梅田純一」
で検索してください。
〒７７５−０５１０ 徳島県海部郡海陽町船津杭ノ瀬
TEL/FAX ０８８４−７６−３５３９

Junichi Umeda
Born in Tokyo, 1950. Thinking it contradictory to follow a regimented life while
pursuing creative endeavors, I am self-taught in ceramics. My style of self-teaching
is to treat everything I see as a “teacher”, and embrace every learning opportunity.
To facilitate a creative process involving the creator (myself) and the user, I present
my works through exhibitions. A creator who pursues his own wants meeting with
users who pursue their own wants is what produced this exhibition.
I was able to achieve this dream by following a process that relies not on authority,
but on the support of my patrons. That is the ideal creative process for me.
I give my sincere thanks to the members of my club and attendees of my
exhibitions, who have given their long and tireless support. I hope that you will all
continue on this journey with me.
I hold yearly exhibitions at ﬁve Takashimaya locations: Nihonbashi (April), Nagoya (May),
Osaka (June), Tamagawa (October), Kyoto (December), and at Gallery Tamura,
Hiroshima (November).
As of now, I have held a total of 120 exhibits at Takashimaya.
Please visit my website at http://www.junichi-umeda.com for my exhibition schedule.
Contact: Junichi Umeda, Kuinose, Funatsu, Kaiyo-cho, Kaifu-gun, Tokushima-ken
775-0510 JAPAN
Tel/Fax +81 884-76-3539
E-mail: CeramicArt@junichi-umeda.com (English ok)

3125 ༃

Xjui!tvqqpsu!gspn!Ijsptijnb!Qfbdf!Dvmuvsf!Gpvoebujpo-!Qfbdf!Nfnpsjbm!Nvtfvn!
boe!uif!Djuz!pg!Ijsptijnb!boe!uif!Ijsptijnb!Cpbse!pg!Fevdbujpo

ࢾā āફ! ࿄ഫɈޏ
ວ૪ާ! ൦Ǐǒޑā༳ێມ૱๐āʆʻˁ˂Ĝȹɚɣ
!

Bmtp!po!fyijcju;!Kvojdij!Vnfeb!47ui!Dfsbnjdt!Fyijcjujpo-!Hbmmfsz!Ubnvsb-!Ijsptijnb

!
!

ǍǍćǌǌǍǕćǌǌāჟāUFM!ǌǔǎ−ǎǐǍ−ǓǓǏǕ
ঢ়ીෂࣾજರ෨Ǎǌ−ǍǓāူᄄฆɤိሆฆɤߍ

OH!
NO!

至平和公園

ā ā! ʆʻˁ˂ĜȹɚɣĂ༳့ێჶ೨ޤચଌޏۙڳ
ষā ā !ܧੰܗචঢ়ိሆʓˋʗĜိሆࡥ༄ᆧ࠵Ăঢ়ીĂঢ়ી࣋ޏۙڳۋ

ɤɬఄɥຌᧀᆔȱɬɼʹĜʐȱȹຌɤā31үĿȯ34ү!!23খāEfdpsbujoh!uif!fousbodf-!Mbnq!jo!uif!Tuzmf!pg!b!Gmpbujoh!Mboufso

500 m

Mpdbujpo;!!Gpsnfs!Cbol!pg!Kbqbo-!6!Gvlvspnbdij-!Op/!32-!Oblb.lv-!Ijsptijnb
Kvtu!jo!gspou!pg!uif!Gvlvspnbdij!usbjo!tupq

ާ࠵૪࠰! 21ć11ġ2:ć11!ჟāāࠫᅿᆧ!!ჟᆧ

!

田心

並木通り

!
!

至パルコ

旧日本銀行

至原爆ドーム
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至バスセンター

白神社
平和大通り
ホテルコンホートイン

山人

＜交通案内＞ 東京よりのぞみ約４時間。市電バス共約１５分。
市内電車：広島駅南口、宇品行き（１番線） 袋町電停下車徒歩１分
市内バス：広島駅南口、市役所方面行き 袋町バス停下車徒歩１分
アストラムライン：本通駅下車、徒歩３分。高速道路広島 IC。駐車場無。
広島空港よりリムジンバスで５３分広島バスセンター下車。会場まで６００ｍ。
日に４本の｛平和大通り｝便利。バスセンターの次、白神社下車１００ｍ
もどる。共に１番乗り場、バス問い合わせ ０８２−２２１−００５０

