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報道関係者各位 PRESS RELEASE 

「新世代のグロイス求む！」グロイスフィッシングクラブが第6回キュレーション案を募集 

キュレーション公募型の展示シリーズを展開するアート・コレクティブ「グロイスフィッ

シングクラブ」は第6回展示のキュレーション案を募集いたします。 

 

©切断芸術運動 ©グロイスフィッシングクラブ『グロイスフィッシングクラブ 鯛（たい）切断芸術

運動としてのシミュレーショニズム』会場風景 
 
◆概要 
グロイスフィッシングクラブは、横山奈穂子、じょいとも、トモトシらゲンロン カオス*ラ
ウンジ新芸術校の出身作家が中心となり2017年より活動を開始したアート・コレクティブ

です。地方芸術祭に代表される、肥大化したキュレーションが持つ権力性への反抗として、

作家側がキュレーションプランを公募し選定する展示シリーズを行ってきました。 
 
第6回となる今回は、レギュラーメンバーに加えて「切断芸術運動というシミュレーショ 
ン・アート展(東京都美術館、東京、2017) 」をはじめとした切断芸術運動などで活動する

西山雪包、花牟禮有基。「いわき市球場化計画(2017)」「速記美術宣言(2018)」などのアー

トプロジェクトを展開する硬軟が参加。 
 
2019年3月1日から31日にかけて、第6回展示のキュレーション案を募集。展覧会は2019年5
月〜6月に開催予定となります。  
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◆募集の詳細 
キュレーターが構想した展覧会を、グロイスフィッシングクラブのメンバーが実現します。 
2時間程度のミーティングを数回行い、最後のミーティングから1ヶ月後に展覧会を開催し

ます。 
 
◆賞与と予算 
キュレーション案が採用されましたら、キュレーション案代金として20,000円を展覧会最終

日にお渡しします。展覧会にかかる費用はアーティストが負担しますので、予算の120,000
円以内で展覧会の構想をお願いします。展示費用の立て替えが発生した場合は、領収書かレ

シートを保管頂ければ後日清算いたします。 
 
◆日程 
キュレーション案締め切り：3月末 
（※応募多数の場合は早めに締め切らせていただきます。） 
結果発表：4月上旬頃を予定 
ミーティング：4月上旬〜5月上旬頃まで 
展覧会：5月〜6月中旬頃を予定 
 
◆応募方法 
Googleアカウントをお持ちの方は、応募フォーム 
（https://goo.gl/forms/xWafRucxWND9FLrV2）より投稿してください。 
または、グロイスフィッシングクラブのHP（https://groysthe2nd.wixsite.com/offer）の応募

フォームから応募いただくか、グロイスフィッシングクラブのメールアドレス 
（groys.the2nd@gmail.com）宛に、件名を【キュレーション案】としてお送りください。 
※お名前の記入は必須ではありません。匿名でも応募いただけます。 
 
◆お問い合わせ 
メール： groys.the2nd@gmail.com 
電話：じょいとも（林田朋也） 080-3043-6497 
 
◆さらに詳しい企画概要説明はPDFファイルをご確認ください。 
https://docs.wixstatic.com/ugd/f0e536_089b7102cc4043aba5c1eb2fa1b88490.pdf 
 
 
◆これまでの活動 
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左©下山由貴 ©グロイスフィッシングクラブ 『＃遠距離恋愛』 グロイスフィッシングクラブ初の

キュレーション展。下山由貴をキュレーターとして迎え、キュレーターとアーティストの関係性や表

現の暴力性に焦点を当てた展覧会を開催し話題となった。 
右©富士山 ©グロイスフィッシングクラブ『FUJI PUNK FESTIVAL 2018』 現代美術家でも     
ある施井泰平が代表取締役を務めるスタートバーン株式会社企画の展覧会「富士山展」に

招待され、AWAJI Cafe & Galleryの地下スペースにて展覧会を開催した。 

 
 
第1回展示「＃遠距離恋愛」  
日程：2017年12月20日（水）〜12月25日（月） 
場所：野方の空白 
キュレーター：下山由貴 
 
第2回展示「FUJI PUNK FESTIVAL 2018」 
スタートバーン株式会社主催の展覧会「富士山展1.0 ―来たるべき未来のために―」に参加

しました。 
日程：2018年1月5日（金）〜1月21日（日） 
場所：AWAJI Cafe & Gallery 
キュレーター：富士山 
 
第3回展示「大漁未来主義」 
日程：2018年4月1日（日）〜4月15日（日）（13:00〜18:00） 
場所：台場公園、猿江恩賜公園、隅田公園、上野恩賜公園、皇居 
キュレーター：イトウモ（https://note.mu/marcelo/n/n5377c25b183f） 
 
第4回展示「パパたちに明日はない」 
日程：2018年9月15日（土）〜4月16日（日）（17:00〜21:00） 
場所：宝珠院 
キュレーター：生須芳英（http://yoshihide-namasu.tumblr.com/） 
 
第4.5回展示「グロイスフィッシングクラブ 鯛（たい）切断芸術運動としてのシミュレー

ショニズム」 
彦坂尚嘉企画の「切断芸術運動展」に参加しました。 
日程：2018年9月24日（月祝）〜4月30日（日） 
場所：なかのZERO 
 
第5回展示「富士山展2.0 目黒rusu会場」 
スタートバーン株式会社主催の展覧会「富士山展2.0 -ザ・ジャイアントリープ-」に参加し

ました。 
日程：2019年1月4 日（金）〜1月13日（土） 
会場： rusu 
 

 

◆過去のキュレーション採用案はこちら 
https://drive.google.com/file/d/1bKJUeEqUYEl1lTcwy_3QnAFmpcFF_pgw/view?usp=drivesd
k 
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◆参加アーティスト（五十音順） 
 

  

左©硬軟『天心ハイスクール野球部』2017 photo by Syu Yamamoto 
右©じょいとも『- 芸術を遠くから見る：パブロ・ピカソ「ゲルニカ」』2019年 富士山展展  
示作品 
 
 
硬軟 
2014年末始動の千葉大二郎によるアートプロジェクト。パフォーマンスを中心にメディア

を横断して制作。 
<主な個展> 2018 アテブラーズ(eitoeiko／神楽坂)、2017 トリプルショートバンド(eitoeiko   
／神楽坂)、2017 モスキートハウス(旧瀬戸たばこ店／小田原)、2015 トリプルネットワーク  
ゲル(eitoeiko／神楽坂) 
<主なグループ展> 2018 速記美術エレメント(早稲田速記医療専門学校)、2018 ラスプーチ   
ンとボリシェビキ(宇都宮悠日)、2018 マルチシャッター(EUKARYOTE)、2017 玄々天(もり  
たか屋・いわき市)、2017 漂泊する詩性 漂白する私性(横浜市民ギャラリー)、2016 バラッ   
クアウト(江東区民家)、2016 昼の市場 夜の市場(大東京卸売センター)、他 
 
じょいとも 
1988年生まれ。グッズを支持体とした作品をはじめ、絵画、立体、映像、漫画、360度映

像、アプリなどを制作。作家、キュレーター、美術系youtuber。ゲンロン カオス*ラウンジ

新芸術校第二期およびゲンロン批評再生塾第三期。 
［主な展示歴］ループアニメの世界(2018)、GFC 鯛 切断芸術運動(2018)、 がんか食堂

(2018)、バラックアウト(2016)、 いつも以上にHappyLife(2014) 
web: joytomo.com 
 
西山雪包 
1989年東京都生まれ。2012年武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業。主に既存イメー

ジの操作を中心手法に平面作品を制作、発表している。 
<参加展示> 2015年 第8回 逆三角関係展（新宿 竹林閣）、2016年 第30回 逆三角関係展（新

宿 竹林閣）2017年 切断芸術展（新宿 竹林閣）、2017年 切断芸術運動というシミュレー

ションアート展（東京都美術館）、2018年 グロイスフィッシングクラブ 鯛 切断芸術運動と

いうシミュレーショニズム（なかのZERO） 
<寄稿> 2018年 重力の恩寵：伝統を形成するための華金の過ごし方（GRATIA vol.4） 
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花牟禮有基 
1988年 東京都生まれ。 2013年 多摩美術大学 博士前期課程 美術研究科 日本画領域 修了。

「応事象考」をモットーに絵画、画像、立体作品を制作。 
<個展> 花牟禮有基個展(アートスペース羅針盤、東京、2016)  
<主なグループ展> グロイスフィッシングクラブ鯛切断芸術というシュミーレショニズム(な
かのZERO、東京、2018)、ヘテロトピア・クエスト(アキバタマビ21、東京、2018)、切断

芸術運動+α展(なかのZERO、東京、2018)、第6回 都美セレクション グループ展 切断芸術

運動というシミュレーショ ン・アート展(東京都美術館、東京、2017)、FINE ART / 
UNIVERSITY SELECTION 2016-2017 Exhibition for the Young Artist Exchange and 
Development(茨城県つくば美術館、茨城、2016) 
 
横山奈穂子 
1988年 佐賀県生まれ。愛知県立芸術大学 大学院 油画・版画領域修了。ゲンロン カオス*ラ
ウンジ新芸術校第一期、批評再生塾第三期(聴講生)を受講。絵画や写真、映像などを用い

て、アイデンティティや社会問題に焦点を当てた作品を制作、発表している。 
主な個展に、2013年『HISTOIRE』(ART LABO + / 名古屋)。 主なグループ展に2009年『

The six!』(The Artcomplex Ceneter of Tokyo / 新宿)、2014年『平成センチメンタル』

(YEBIS ART LABO / 名古屋)、2017年『＃ 遠距離恋愛』(野方の空白 / 東京)などがある。 愛
知県立芸術大学学生優秀賞 受賞。 
web: http://nahokoyokoyama.com 
 
 
◆著作物 
タイトル：＃遠距離恋愛 
作品：内山智恵、じょいとも、トモトシ、横山奈穂子 
寄稿：イトウモ、小川和輝、谷頭和希、南島興、伏見瞬 
キュレーター：下山由貴 
購入：https://gfc.base.shop/items/11019452 
 

　　 　　　  
　　　©下山由貴 ©グロイスフィッシングクラブ 『＃遠距離恋愛』（2018年4月発行） 
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