
May  28th  –  June  5th  2011    11:00 – 17:00 

christine flint sato 
  Gallery  Den  mym

“A Turning”

クリスティーン　フリント　サト　作品展

会場  Gallery Den mym

転 換

2011年5月28日（土） ̶  6月5日（日） 11:00 ~ 17:00

墨表現作家　英国人　奈良在住、アトリエ南山城村
故・川邊　精華師に書を学ぶ。 （毎日書道会）  中国の芸術家 李庚 （Li Geng） 師に
中国水墨画を学ぶ。 日本・英国で個展、グループ展を開く。
墨ワークショップをする。 制作の傍ら墨芸術を研究し、記事を書く。

クリスティーン・フリント・サト

Patricia Fister -International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

“In her new work, Christine follows the inclination and flow of the ink, exercising her

design sensibility to give birth to scrolls imbued with the rhythms and kinesthetic 

forces of nature.”

is a British sumi (ink) painter based in Nara with a studio in Minamiyamashiro 

mura. She studied calligraphy under Seika Kawabe (Mainichi Calligraphy 

Organisation) for many years and ink painting under Chinese ink painter Li Geng. 

She exhibits regularly in Japan and the UK, and runs sumi workshops.

She also researches and writes about the sumi arts. 

Christine Flint Sato 

www.sumiwork.com

新しい作品において、クリスティーンは墨の流れに寄り添いながら自らのデザイン感覚を発揮し、
リズムと自然の運動感覚的な力を掛け軸に生み出している。 国際日本文化研究センターパトリシア・フィスター
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◇May 29th  & June 4th

◇June 5th 

Come and enjoy! Onigiri, Quiche, Tako- yaki, Cake, Scones.

Delicious Bagels by Café Nekopan. Onigiri  etc. also available.

2:30  Music by Shina Takijiri 

1:30 Artist’s Talk 

3:00 Music by Robin   

Delicious Bagels by Café Nekopan. Onigiri etc. also available.

◇May 28th  

The gallery is situated in a beautiful valley, perfect for walks. 

All proceeds will go to Save the Children Japan Tohoku Disaster Fund.

と ６月 ４日

◇６月５日 

◇５月２９日　

◇５月２８日    

２：３０　音楽 by 瀧尻志奈さん
cafeねこパンのおいしいベーグルを販売します。おにぎりなどもあります。

一緒に青空パーティーをしましょう。
おにぎり、キシュ , タコヤキ、ケーキ、スコンなど。

３：００　音楽 byロビン
１：３０　アーティスト　トーク

cafeねこパンのおいしいベーグルを販売します。おにぎりなどもあります。

近くには散策コースがあります。お楽しみください。
収益金は全額、東日本大震災セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへの寄付金とさせて頂きます。

Gallery Den mym 

  http://galleryden-mym.com

京都府相楽郡南山城村高尾下廣見 35   tel & fax:0743-94-0012   mail:gdmym@nifty.com 



Access

http://galleryden-mym.com/contact.html

アクセス

By car :    Please park outside the main gate of the old Takao elementary school 3 minutes from the gallery.  

By train :  From Osaka, take the JR Yamatoji express to Kamo, then change to the Kansai main line and get off at Ogawara.

From Kyoto :   Take the JR Miyakoji express to Kizu and change to the JR Yamatoji express to Kamo.  

                          Then take the Kansai main line to Ogawara

Access

Yamashiro Taxi: 0743-93-0281. Booking necessary two or three days before.

If you are unable to make the small bus, Hiro (Christine’ s husband) can

pick you up at Ogawara station and take you back. 

Please contact him by May 24th. 090- 8983- 7229.

On May 28th and June 4th a small bus and cars  will be at Ogawara Station at 11:45 am to take you to the gallery, on 

June 5th only cars.  The bus will be in the car park 200 metres East of the station in front of the Farmers’ Market.

The return bus is 4:00 pm from the old Takao elementary school  (3 minutes from the gallery).  

Please let Teshima san at Gallery dym know beforehand  if you plan to use 

the bus.  0743-94-0012.

During the rest of the exhibit,  Teshima san can meet and take you back to 

Ogawara Stn. 0743-94-0012.     

原則として「車」でのご来場をお願いします。駐車場は旧高尾小学校正門前（Gallery Den mym から徒歩３分）をご利用ください。
詳細はホームページをご確認ください。　http://galleryden-mym.com

公共機関でお越しの方
大阪方面より   加茂駅（JR大和路快速）乗り換え、大河原駅（関西本線）下車
京都方面より　木津駅（JR みやこ路快速）乗り換え、加茂駅から同上

５月２８日、６月４日大河原駅からギャラリー間をマイクロバス（２０数人乗車可能）と車にて送迎いたします。５日は車のみです。
大河原駅前を東へ２００mのところに『農産物直売所』があります。その広場に午前１１時４５分に集合してください。
帰りは高尾小運動場午後４時にお送りバスが出ます。いずれも、Den mym にご予約希望のお電話を事前にお願いします。
̶マイクロバス送迎（南山城村協賛）̶
マイクロバスに間に合わない方はひろ（クリスティーンの夫）（Tel:０９０-８９８３-７２２９）が送り迎えをしますので５月２４日迄に
連絡してください。会期中は個々にGallery Den mym（手島）（Tel:０７４３-９４-００１２）まで電話連絡をお願いします。
また、山城タクシー（Tel:０７４３-９３-０２８１）さんに前もって『大河原へ迎えが欲しい』旨を予約していただく事も可能です。

京都府相楽郡南山城村高尾下廣見 35　手島美智子　tel & fax:0743-94-0012
http://galleryden-mym.com　mail:gdmym@nifty.com

Gallery Den mym opened in 2010 in a converted 100 year old farm house in Minamiyamashiro mura.  The owner Michiko Teshima previously 
ran Gallery Den, a well-established gallery in Osaka. When she and her husband moved out to Kyoto fu she decided to continue her gallery in a 
new guise.  Surrounded by rice fields and bamboo groves, visitors to the gallery can nourish and relax both body and mind.

２０１０年、京都府で唯一の村、南山城村にGallery Den mym がオープンしました。ディレクターの手島美智子さんは、この築１００年あまりの農家を表現
者と鑑賞者の出会いの場にしようとしています。またここ高尾集落の自然は訪れる人の心と体を癒してくれることでしょう。


