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むらい さき

『冬は必ず春となる』という言葉は、私にとって人生のテーマのような言葉です。
生きることは、春のようなおだやかな日ばかりではなく、現実社会では、いまだに感染症がひろがり、
信じられないことですが、戦争で、苦しんでいる人が居ます。
しかし、こんな時だからこそ、想像することと、創造することをやめない。
また、自分自身の可能性を忘れないことが大切だと感じます。
私にとって、絵を描き続けることは、未来を信じ続けること。
絵を見てくださる方の心に、あたたかな明かりを灯すことが出来ますように。

展示解説
国内外で多数の展示を行うむらいさきによる本展『Spring』では、花、自然、海を中心としたモチーフがやわらか
に空間を彩ります。作品は生き生きと瑞々しく、まるで彼女の目に映る世界を追体験するようです。
歌うように、そして時にダイナミックに描かれる作品はいずれもあたたかく、光が満ち溢れ、多くの人を癒します。
個展の開催をはじめ、歌とコラボレーションしたライブペイント、さらにはガスタンクへのペインティングなど、精力的にその活
動の場を広げています。

プロフィール

むらい

さき

1986年 大阪生まれ
2009年 京都精華大学芸術学部洋画卒業
現在、東京を拠点に精力的に制作、発表活動を行っている。
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むらいさき個展『Spring』The Artcomplex Center of Tokyo、東京
グループ展、渋谷SACS、東京
日本海ガス絆ホールディングスのガスタンクに壁画制作、富山
むらいさき個展、世田谷美術館、東京
丸の内コワーキングスペースpoint 0 marunouchiにて壁画制作、東京
KIANAKA BRICK&WHITEにて壁画制作、神奈川

https://www.instagram.com/murai_saki/
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Saki Murai

The phrase “winter always turns to spring” is like the theme of my life.
Life is not all calm days like spring. In real society, the pandemic continues to spread
and unbelievably, there are those suffering from war.
Yet, because of such times, I will not stop imagining and creating.
I also feel it is important not to forget one’s own potential.
For me, to continue to paint is to continue believing in the future.
May a warm light be lit in the hearts of those who see my paintings.

Exhibition Commentary
In this exhibition, titled “Spring” by Saki Murai, who has exhibited widely in Japan and abroad,
the space is gently colored with motifs centered on flowers, nature, and the sea.The artwork is lively
and fresh, offering a vicarious experience of the world through the eyes of the artist.As if singing,
Murai’s artwork, at times painted dynamically, is warm, full of light, and healing to many.Beginning
with solo exhibitions, Murai is energetically expanding her range to include activities such as live
painting in collaboration with songs and painting on gas holders.

Profile
1986

Saki Murai

Born in Osaka

2009
Graduated from Kyoto Seika University (Oil Painting, Department of Fine Arts)
Presently based in Tokyo and energetically creating and presenting her work.
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Saki Murai Solo Exhibition “Spring”, The Artcomplex Center of Tokyo
Group exhibition, Shibuya Art Collection Store, Tokyo
Mural on the gas holder of Nihonkaigas Kizuna Holdings Co., Ltd., Toyama
Saki Murai Solo Exhibition, Setagaya Art Museum, Tokyo
Mural painting at point 0 marunouchi, a coworking space in Marunouchi, Tokyo
Mural painting at KIANAKA BRICK&WHITE, Kanagawa

https://www.instagram.com/murai_saki/

＜contact＞3331 Arts Chiyoda
6-11-14 Sotokanda,Chiyoda-ku,Tokyo 101-0021 TEL:+81(0)3-6803-2441
Nobuyo Hikone, Karin Sato

