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はじめに
今回３ヶ国において、8月・11月・12月と開催することになりました「London＿Seoul＿Tokyo show 2004」は、
中国・韓国・日本で産まれたアーティストが集まり開催される展覧会です。同じ国籍を持ちながらも自国では出会う
ことのなかった者が、まずロンドンで出会い、そして個々の輪からさらにつながっていく６人であります。
亜細亜という関係、それぞれが持つ各国への想い、そして自身の感情や感覚によって創りだされ、表現される作品達
が響きあう姿を見ていただきたい。国を意識し、それぞれの文化を知り、そこから始まる「つながり」はなぜかなつ
かしさが込み上げてくるような不思議さに包まれています。今現在滞在している場所と過去に滞在していた場所、そ
してこれから出会っていく人々と出会っていく未来・・全く異なる環境で生活をしている 亜細亜 という大きな存
在のつながりが、今ここでさらに大きなものとなって表現されています。
各作家の扱っている素材／手法は多種多様ですが、自己の主張や思考・位置付けを明確にし、いかに他との差別化ま
たは融合し合いながら個人として確立するか、という問題を念頭におきそれぞれの方法で表現しています。全作家に
共通するキーワードが何であるかを探し出す旅に出掛けませんか。
「London＿Seoul＿Tokyo show 2004」未知の世界と出会う為のまず第一歩であります。

yoko saeki
annie lin
jin farrall
tomoko matsumoto
shin phoebe
sakura nagasawa

-- Whisper memory -This exhibition views the works of six female artists, who express themselves through
different way but connected together by memories. From family snapshots, mushrooms and
nature of the childhood, the rearview mirror images, body perception, to the mystic world
of Close-up shots, and the magic color from stained glasses. These artists represent memory
through various materials and techniques, such as etching, silk screen, photograph, and
painting. The way in which they express their ideas reveal the close relationship between
culture, femininity, pleasure, and identity.
As Tomoko addressed in her statement: the re-creation of my past, makes me think of the
passage of time that I have been through. In other words, it leads me to find where I came
from and where to go.

｢London̲Seoul̲Tokyo show 2004｣

佐伯 陽子／松本 智子／永澤 さくら／
Shuxiang Jin Farrall(Chinese)／Annie Lin(Taiwanese)／Phoebe Junghee Shin(Korea)
デザイナー
コメント

：秋山 純子
：篠原 誠司（Gallery ART SPACE)

The Sheridan Russell Gallery(London,U.K) 24(tue)-28(sat) Aug 2004／private view:24(tue ) Aug,6pm-8:30pm

weekdays:10am-5pm
saturday:12noon-4pm

address:16 Crawford Street,London W1H 1BS U.K
TEL:+44(0)20.7935.0250
web:www.paintingsinhospitals.org.uk

Gallery ART SPACE (Tokyo,Japan) 23(tue)-28(sun) Nov 2004／private view:23(tue) Nov,6pm-9pm

weekdays:12noon-7pm
sunday:12noon-5pm
address:4F,3-7-5 Jingumae Shibuya-ku Tokyo
150-0001 Japan
TEL:+81(0)3.3402.7385
e-mail:artspace@h6.dion.ne.jp
web:www2.odn.ne.jp/artspace

ESPACE DA VINCI (Seoul,Korea) 19(fri) Nov - 02(fri) Dec 2004／

weekdays+saturday(&sunday):1pm-10pm

address: 375-23 Casa Flora, Seokyo-Dong Mapo-Gu
Seoul, Korea
TEL:+82(0)2-6409-1701
e-mail:27̲april@naver.com
web:www.davinci.or.kr

http://www.loftwork.com/portfolio/dispPortfolio.asp?CID=2828

E-mail: yokonet@cb4.so-net.ne.jp
Born 23rd Dec 1975 in Yokohama.

Add:19-26 Sumiyoshi-dai Aoba-ku Yokohama-shi
Kanagawa 227-0035 JAPAN
Tel&Fax: +81(0)45 962 8597
Mobile:+81(0)80 5038 3262

I intentionally choose colourful glasses as a motif and take a closeup picture in order to express a connection between colours and
emotions. Close-up shots will invite you to a world of unusual sense
which addresses a "true and serene feeling" toward real images of
objects. In other words, a reality in front of you will have been
switched to something totally different with a filter called "Yoko's
outlook", when you meet my works. What I hope is you can feel the
power of the unknown and mystic world.

ゲル状の物質や植物・泡ガラスなど、普段の生活の中でふと目につくも
の、興味をそそられるものをマクロレンズで接写し、その乳剤面を和紙
の上に転写する、または印画紙に焼きつけるといった技法で制作してい
る。 モチーフの「質感」を完全にばらすことでモノの実像に対する不思
議さを表現している。モノには必ず色があり、その中から見る側へ発信
する何か特別な「色」が存在するのではないだろうか。心の奥底に眠る
秘めた思い・真の欲求が表現されている個々の「色」に「光」が加わる
ことによって、それらのハーモニーがどのように響き合い、奏で合い、
そこから新たなる生命力が生まれてくるのか、という表現を掘り下げて
いきたいと考えている。普段の視線よりもう一歩迫ることで、真の感情
・感覚へと導き、目の前にある現実を「世界観」というフィルターによ
って別の存在へと変化する作品から、夢空間的なエネルギーを感じとっ
てもらえることを願っています。

Education
1994-1996
1996-1998
2001-2002

武蔵野美術大学短期大学部 グラフィックデザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科
Postgraduate Diploma Printmaking, Camberwell College of Arts

東京
東京
ロンドン・イギリス

Awards
1995
1996
1998
2002
2004

TURNER AWARD '95
TURNER AWARD '96
東京写真月間「女性だけの写真展」
National Print Exhibition 2002
｢Life is Art写真コンクール｣

準入選

Gallery PIAZZA
Gallery PIAZZA

準優秀賞

新宿パ−クタワ−

入選

Mall Galleries

優秀賞

美研インターナショナル

準入選

表参道・東京
表参道・東京
新宿・東京
ロンドン・イギリス
東京

Exhibitions
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2002
2003
2003

2004
2004
2004
2004

7 POSITIONS
1×3=3 ☆インサンガサンテン
Design Festa Vol.4
Aone Street Artists
The Library
Post Card Communication Vol.5
Frontiers Vol.16 Translation
print making life look better
Graduate Exhibition 2002
yoko saeki - solo art exhibition
Three country Exhibition Tour - London, Seoul & Tokyo

Gallery ART SPACE produce 'Collaborators vol.34'
<cresc.photo exhibition 東京写真月間
yoko saeki - solo exhibition ｢Trace｣
London̲Tokyo show

ART SPACE CORE
藤島屋

Tokyo Big Sight
Greeting Square
Gallery ART SPACE
九美洞ギャラリー

Gallery ART SPACE
R.K. Burt Gallery
Stroud House Gallery
Makii Masaru Fine Arts
Oxo Tower
Hana art Gallery
Makii Masaru Fine Arts
Gallery ART SPACE
ギャラリー惺

Galerie sur-murs
Gallery ART SPACE／The Sheridan Gallery

原宿・東京
表参道・東京
お台場
原宿・東京
外苑前・東京
銀座・東京
外苑前・東京
ロンドン・イギリス
ストラウド・イギリス
銀座・東京
ロンドン・イギリス
ソウル・韓国
銀座・東京
外苑前・東京
吉祥寺・東京
代々木・東京
ロンドン・外苑前

YOKO SAEKI/Japanese
E-mail:
yokonet@cb4.so-net.ne.jp
Add:
19-26 Sumiyoshi-dai, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 227-0035
JAPAN
Tel&Fax:
+81(0)45 962 8597
Mobile:
+81(0)80 5038 3262
BD:23 Dec 1975
http://www.loftwork.com/portfolio/dispPortfolio.asp?CID=2828
●Education
2001-2002
1996-1998

PgDip Printmaking, Camberwell College of Arts, London U.K.
Visual Communication Design, Musashino Art University, Tokyo
Japan

●Exhibitions＆Awards
2003
2002
1998

yoko saeki_solo exhibition:「Trace」Galerie sur-murs, Tokyo Japan
National Print Exhibition 2002, London U.K.
Tokyo Photo Monthly [Exhibition of women photographers] 2nd Prize,
Tokyo Japan

●Artist statement
I intentionally choose colourful glasses as a motif and take a close-up picture in order
to express a connection between colours and emotions. Close-up shots will invite
you to a world of unusual sense which addresses a "true and serene feeling" toward
real images of objects. In other words, a reality in front of you will have been
switched to something totally different with a filter called "Yoko's outlook", when you
meet my works. What I hope is you can feel the power of the unknown and mystic
world.

Tomoko Matsumoto
http://members.at.infoseek.co.jp/Trina/

E-mail: chuntomo@yahoo.co.jp
http://www.loftwork.com/portfolio/dispPortfolio.asp?CID=1318

My etchings are visually pictorial and transform selected
snapshots from family photograph albums into strong drawn
images with a stylistic Japanese format, but with closer
inspection reveal a sense of wit and humour.The prints capture
moments from the past, with the inevitable knowledge of the
future,applying a personal imprint on a past image. I use my
work to convey a common point in our past that defines who we
are, regardless of nationality.

私の銅版画は、視覚的には絵画のようであるが、これらは昔なつかし
おもむきのある家族スナップ写真からイメージをおこし、描きあげた
ものである。イメージそのものに自分なりのユーモアもおり込んでい
る。これらの作品は、過去の出来事から思い起こされるものであるが
それだけではなく未来においての大切な思い出として残す為に重要な
るものとして、自分自身の痕跡を残す一手段ではないだろうか。国籍
に関係なく、我々の位置付けを明確なるものにする為に過去の「よく
ある風景」を起こし出す、これが私の表現である。

Education
1999
2002
2002

BA (学士課程) Fine Art and Printmaking
MA (修士課程) Printmaking
Professional Doctorate (博士課程) in Fine Art
*専門：銅版画・シルクスクリーン

University of East London
Camberwell College of Arts
University of East London

"the Canonbury Art shp 1st Prize"受賞
"日本経済新聞社賞受賞"大阪日曜画家展

Greengatehouse
大阪現代美術センター

"National Print Exhibition 1999" 入選
"Selected Artists Show"
"大阪日曜画家展" 入選
"全関西美術展" 入選
"National Print Exhibition 2002" 入選
Group show "Forms of Nature"
Group show "Printmaking life look better"
"IN-PRINT" 入選 The gallery at Bookcase
"Fine Art Glass and Prints"
"Wrexham Print International" 入選
solo-show "unexpected pathos"

Mall gallery
Gillingham Gallery
大阪現代美術センター
大阪市立美術館
Mall gallery
Sheridan Russell Gallery
R.K.Burt Gallery
Carlisle
A gallery
Memorial Gallery
アシュクルク

"Natsuyasumi III", "Tokyo-kanko" ,

Sheridan Russell Gallery/Paintings in Hospital

イギリス・ロンドン
イギリス・ロンドン
イギリス・ロンドン

Awards
1999
2000

Exhibitions
1999
1999
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003

イギリス・ロンドン
大阪・日本

ロンドン・イギリス
ケント・ロンドン
大阪・日本
大阪・日本
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
カンブリア・イギリス
ウィンブルドン・イギリス
イギリス
京都・日本

Public collections
2002

ロンドン・イギリス

TOMOKO MATSUMOTO/Japanese
E-mail:
chuntomo@yahoo.co.jp
http://www.loftwork.com/portfolio/dispPortfolio.asp?CID=1318

●Education
2002.092002

Professional Doctorate in Fine Art course, University of East
London, London U.K.
MA Printmaking course, Camberwell college of Arts, London U.K.

●Exhibitions＆Awards
2003 solo-show "unexpected pathos", Kyoto Japan
2002 National Print Exhibition 2002, London U.K.
1999

"the Canonbury Art shop 1st prize", London U.K.

●Artist statement
My etchings are visually pictorial and transform selected snapshots from family
photograph albums into strong drawn images with a stylistic Japanese format, but with
closer inspection reveal a sense of wit and humour. The prints capture moments
from the past, with the inevitable knowledge of the future, applying a personal imprint
on a past image. I use my work to convey a common point in our past that defines
who we are, regardless of nationality.

Sakura Nagasawa
E-mail: sakura_nagasawa@yahoo.co.jp

Add :#102 petit froidea 5-4-10 Igusa Suginami-ku
Tokyo 167-0021 Japan
Tel&Fax: +81(03) 5934 7299
Mobile:+81(0)90 4617 9683
I believe that there is a delicate and profound beauty in a stained
glass,through the creation of glass and solder. There are infinite
possibilities and characters in individual pieces. I consider how to cast
my thoughts into shape from the colour and the material of the glass
in various ways. In the finished work, it becomes only one thing in the
world, having individual expression. The glass shows a diffe rent
further expression when I turn on the light, light becomes free and
holds a subtle contrast. It colours the space and sprit as if it was
wishing to be a part of wonderful time in the space.

ステンドグラスに感じる魅力はガラスとはんだによって創り出される繊細
で重厚な美しさにある。ガラス1枚1枚には無限の可能性と個性がある。出
会ったガラスの色・素材をどのように生かし想いを織り交ぜて形にしてい
くか・・・そうして出来た作品には1点1点に違う表情があり、世界に1つ
しかない物となる。ランプに明かりが灯された時、ガラスは更に異なる表
情を見せる。放たれた微妙なコントラストを持つ光達は、そこにある空間
そこにある心を彩り素敵な時間の一部になるであろうことを願って・・。

Educations & Exhibitions
2000-2003
2001
1997

SHOP OPEN HEART (consign goods to shops for sale)
SHOP La.volonte
CROSS CITY STUDIO

軽井沢・東京
軽井沢・東京
東京

SAKURA NAGASAWA / Japanese
E-mail:
Add:
Tel&Fax:
Mobile:

sakura_nagasawa@yahoo.co.jp
#102 petit froidea, 5-4-10 Igusa Suginami-ku, Tokyo 167-0021 Japan
+81(03) 5934 7299
+81(0)90 4617 9683

●Education & Exhibitions
2000-2003
SHOP OPEN HEART (consign goods to shops for sale), Karuizawa
Japan
2001
1997

SHOP La.volonte, Karuizawa Japan
CROSS CITY STUDIO, stained glass school, Tokyo Japan

●Artist statement
I believe that there is a delicate and profound beauty in a stained glass, through the
creation of glass and solder. There are infinite possibilities and characters in
individual pieces. I consider how to cast my thoughts into shape from the colour and
the material of the glass in various ways. In the finished work, it becomes only one
thing in the world, having individual expression. The glass shows a different further
expression when I turn on the light, light becomes free and holds a subtle contrast. It
colours the space and sprit as if it was wishing to be a part of wonderful time in the
space.

Shuxiang Jin Farrall
Born 11th Nov. 1950 in China
E-mail: fjinsp@hotmail.com

Add:94 Kirkham Street London SE18 2JX U.K
Tel&Fax: +44(0)20 8855 6918
The current images in my work come from the memories of my childhood.
The forms in the prints have evolved from mushrooms and nature, I like their
care, sympathy, shyness and quietness, the way they caress each other. I
want to communicate with mushrooms through abstract styles a nd
appearancesand to present them as living beings with feelings and thoughts.
Dealingthrough simple forms with deep feelings and utilising images in
large
spaces, I strive to do this in a way that is new and refreshing.
I am interested in mushrooms as they always recreate many happy secret
memories and dreams from my childhood and my past.Much of the content
of my recollections are of when my Grandfather took me to see and gather

mushrooms in the fields near our home in China.
I relate to mushrooms and let them represent myself in my work. I admire the
way they live together in groups. I like their care, sympathy,shyness and
quietness, the way they caress each other.
Dealing through simple forms with deep feelings and utilising images in
large spaces,yet at the same time within these talking mushrooms to generate
huge memories. The mushrooms are always moving they are ever changing,
large and small, happy and sad, weak and strong, full and empty, endless in
the space of my memories.
So I treat them with soft, sharp and occasionally hard images but they are
always moving.
今現在、私の作中には小さい頃のメモリーより起こされたものからイメージさ
れている。プリント内には、マッシュルームと自然が重なり合いながら語り合
い、進化している。常にマッシュルームをモチーフにし、抽象的な形・姿に人
の感情や思考が加わった表現を通して、人とのコミュニケーションを大切にし

Education
1972-1975
1992-1995
1996-1997
1997-2000
2000-2002

Hebei Teachers"Training Institute"
Diploma in Business Administration at Metropolitan College
BTEC Diploma Foundation in Art and Design at Kingsway College
BA Honours, Fine Art at University of East London
MA Printmaking College of Art

中国
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス

Exhibitions and Awards
2000
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003

Purchase Prize Show (University of East London)
The figure as a container of experience (Centenary Gallery,Camberwell College of Arts)
The London International Small Print Biennale (Morley Gallery)
Forms of Nature-Group Exhibition (Russell Sheridan Gallery - Public collection)
Final MA Show
(Camberwell College of Arts - Artichole Print Workshop Prize & The John Purcell Paper Award)
CO2 (Century Gallery,Camberwell College of Arts)
Instigations (R.K.Burt Gallery)
Mythic Mushrooms (Russell Sheridan Gallery)
Fresh Art 2003 (Business Centre)
Art Exhibition (Earls Field Baptist - NSPC Charity Show)

ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス

Tianjin NO.54 Middle School - Teacher of English
Tianjin Public Utilities School - Teacher of English
Tianjin Leader Corporation
Circle 33 Home Ownership Ltd. (office)

中国
中国
中国
ロンドン・イギリス

ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス

Career
1975-1986
1987
1998-1989
1996

SHUXIANG JIN FARRALL / Chinese
E-mail:
Add:
Tel&Fax:
BD:

fjinsp@hotmail.com
94 Kirkham Street, London SE18 2JX U.K.
+44(0)20 8855 6918
11 November 1950

●Education
2000-2002
1997-2000

MA Printmaking course, Camberwell College of Art, London U.K.
BA Fine Art course, University of East London, London U.K.

●Exhibitions＆Awards
2003
Mythic Mushrooms, Russell Sheridan Gallery, London U.K.
2002
Final MA Show, Camberwell College of Arts, London U.K.
2002

- Artichoke Print Workshop Prize & The John Purcell Paper Award
The London International Small Print Biennale, Morley Gallery,
London U.K.

●Artist statement
The current images in my work come from the memories of my childhood. The forms
in the prints have evolved from mushrooms and nature, I like their care, sympathy,
shyness and quietness, the way they caress each other. I want to communicate with
mushrooms through abstract styles and appearances and to present them as living
beings with feelings and thoughts. Dealing through simple forms with deep feelings
and utilising images in large spaces, I strive to do this in a way that is new and
refreshing.

Annie Lin
E-mail: nb1996annie@yahoo.com

Add: Kwame House Room 153D
4-6 University Way London E16 2RD U.K
Mobile:+44(0)7818436369
By collecting experience and perception memories from my inner self, I
developed a serious of painting mainly about body thought, which I see
as related to female body consciousness. I try to look for the image of
those complicated senses and most delicate information coming from
each part of my body. Through the repetition of lines, I wove memory and
my own nostalgia into my works; water colours and silk in my work are
treated like a skin or membrane, in which it can open up the surface to
expose an imaging interior body space. I believe that we need more
attention and keen perception toward this world and self.

体内にある知覚に関してつながりを見い出し、体内思考について焦点を
当て問題提起をしている。私の制作の中で伝えたい事は、新たな知覚／
意識を通して自分自身の身体の中にある。異なった感覚を理解すること
である。身体の中の細胞一つ一つから感じられる繊細な見解や奥深い感
覚をビジュアル化することによって、イメージを探し出しているのであ
ろう。苦悩・感情／精神力、外の世界・自我との間にある矛盾、女性の
体内での経験、それらの関係と向かい合うことによって・・。

Education
1994-1997
1997-2000
2001-2002
2002-2004

B.A. Fine Art, painting, sculpture Tung Hai University
currently completing the research degree: Professional Doctorate in Fine Art, University of East London
MA. Fine Art, painting Tung HaI University
MA . Fine Art, University of East London

台湾・中国
台湾・中国
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス

ONE- PERSON SHOW
1997
1999

Transition / Out of tune, Art center in TungHai University
Conscious Valley /looking for the possibility of Spreading Art center in TungHai University

台湾・中国
台湾・中国

GROUP EXHIBITIONS
1999 Sep
Dec
2000 Jan
Nov
2002
2003

The image of life awareness
The Origin and Development of Glue Pigment Painting Tai
Memory of Ta Du mountain / Another possibility of practice
New face of Contemporary Chinese Painting
Stranded-25 artists
Viole Rona

Art center in Jzin -Yi University
Chung Cultural Center
Art center in TungHai University
Chung Cheng Art Center,Taipei
Old Aldwych Tube station , Strand
Fridge Gallery ,Brixton

台湾・中国
台湾・中国
台湾・中国
台湾・中国
ロンドン・イギリス
ロンドン・イギリス

Annie Lin / Taiwanese
E-mail:
Add:
Mobile:
●Education
2002-2004

nb1996annie@yahoo.com
Kwame House Room 153D, 4-6 University Way, London E16 2RD U.K.
+44(0)7818436369

currently completing research degree:
Professional Doctorate in Fine Art, University of East London,
London U.K.

1997-2000

MA Fine Art painting, Tung Hal University, Taiwan

●Exhibitions
2003

"Viole Rona", Fridge Gallery, London U.K

2002
1997

"Stranded"-25 artists, Old Aldwych Tube ST.／London, U.K.
solo-show "Transition/Out of tune, Art center in Tung Hai
University, Taiwan

●Artist statement
By collecting experience and perception memories from my inner self, I developed a serious
of painting mainly about body thought, which I see as related to female body consciousness. I
try to look for the image of those complicated senses and most delicate information coming
from each part of my body. Through the repetition of lines, I wove memory and my own
nostalgia into my works; water colours and silk in my work are treated like a skin or membrane,
in which it can open up the surface to expose an imaging interior body space. I believe that we
need more attention and keen perception toward this world and self.

URL: http://www.colorfuture.com

Born 7th May 1967 in Seoul.

アーティストには２つの目が必要である。一つは実際に視界に飛び込んで
くるものを見る目、もう一つはその中に込められた意味を見極める目。
私のコンセプトは、普段私達が映画の一場面や写真を思い出すかのように
、過去の懐かしい思い出を視覚化することである。人間は、頭の中で過去
の映像を流すというよりはその映像の一片一片を覚えているもの。特に近
年、グローバル化が急速に進んだ結果、人類は様々な場所への移動が当た
り前となり、訪れた土地での貴重な体験や感動を経験することが増えてき
た。こういった思い出に残る経験は、その後の人生にも精神的に大きく影
響するものとなる。
私のシルクスクリーンの作品は、こういった思い出が現在の生活や経験に
どのようにリンクするのかを表現するものとなっている。自ら厳選したイ
メージを、コンピュータを使い色分けした後、それを「私のカー・ウィン
ドウ」に移しかえる。メイン部の絵は現在の私の居場所と視点を表し、車
内のミラーに映った小さな絵の部分は当然のことながら、私の過去と思い
出である。ミラーというのは時に人間の裏の真実を象徴するものというこ

とから、私は過去を表現する手段としてそれを強調したのである。つまり
この車は過去を背後に残し、未来に突き進む人生のイメージをダイナミッ
クに表現しているのだ。私は、後部を映し出す鏡というのはそういったテ
ーマに非常に合致するものだと思っている。
作中に使用している写真は過去に撮影したもので、自分が韓国もしくはイ
ギリスに対して望郷の念を抱かせるものばかりを使用している。メイン部
分にイギリス、そしてミラーに韓国のイメージ、又はその逆という構成を
組んでいるのは、私自身が２国とも母国のように感じているからである。
私はイギリスにいれば韓国人、韓国にいればイギリス人。そう感じるのは
人間的に自然なことではないだろうか。
メイン部分に４色の特殊な色を用いることによりリアルさを演出している
。バックミラー部分には透明なシルバーを重ねることにより鏡の金属的か
つ冷たい感触を表現している。同時にこの透明なシルバーはメイン部分と
は対照的にリアルさを欠如させる役割も担っている。
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Artist Statement
My aim is to visually express the recollections and memories of the past.

Nostalgic

recollections are like watching short movie clippings or photographs. One
remembers and visualizes them in short bursts rather than in streaming video. In
particular, as the world becomes increasingly global and we are not confined to a
single location, people have more opportunity to obtain experiences that make strong
impressions. These then create memories that could exert significant psychological
influence for a long period of time or forever.

