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Press Release

報道関係各位 ２０２０年８月２５日

２０２０年９月１６日から１０月３１日まで A’ holic Selection #11

“Don’t Feel, Think !” を開催致します。

店内にある本の中から店主がテーマを決めて選書した本を展示します。

第十一回は思考に纏わる書籍を紹介します。

On Kawara (2018) Glenstone

SUGIMOTO (2015) HATJE CANTZ

CARSTEN HOLLER 2001-2010 (2010) HATJE CANTZ

SOLE LEWITT 100 VIEWS (2009) MASS MoCA

Donald Judd selected works 1960-1991 (1999) 埼玉県立近代美術館他

ヤン ・ヴォー ーォヴ・ ンヤ (2020) 国立国際美術館

＜私＞の解体へ　柏原えつとむの場合 (2012) 国立国際美術館

泉太郎　「こねる」 (2010) 神奈川県民ホール

下道基行 「戦争のかたち」 (2005) リトルモア

会田誠 「げいさい」 (2020) 文藝春秋

岡崎乾次郎 「抽象の力」 (2018) 亜紀書房 

平芳幸浩 「マルセル ・ デュシャンとは何か」 (2018) 河出書房新社

山本浩貴 「現代美術史」 (2019) 中央公論新社

クレア ・ ビショップ 「ラディカル ・ ミュゼオロジー」 (2020) 月曜社

ロザリンド ・ E ・ クラウス 「視覚的無意識」 (2019) 月曜社

「あなたは自主規制の名のもとに検閲を内面化しますか」 (2016) torch press

「あいちトリエンナーレ 2019 情の時代」 (2020) あいちトリエンナーレ実行委員会

「Cosmo Eggs | 宇宙の卵 」 (2020) torch press

「フレンチ ・ ウィンドウ」 (2011) 森美術館
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概要

場所

営業時間

A’ holic ( エーホリック )

東京都新宿区新宿３−１１−１　高須ビル３階

* 新宿３丁目駅 C-6 出口より徒歩 1 分

18:00-24:00　日、 第２ ・ ４木曜休み

* 要アルコール消毒 ・ マスク着用

* ３名以上のご来店不可

* 予約可。 ご連絡 (DM/MAIL/TEL) ください。

* 体調不良、 発熱等ありの場合は入店をお断りしております。

＊情勢により変更の可能性もあります。 SNS をご確認ください。

お問い合わせ先 森川穣 ( モリカワミノル )

tel & fax 03-6273-0132

mobile 070-4213-3936

mail info@aholic.tokyo

http://aholic.tokyo

企画 A’ holic selection #11

"Don't Feel, Think!"

期間 ２０２０年９月１６日 (水） -　１０月３１日 (土 ) 

2020.9.16-10.31

A'holic selection #11

Don't Feel, Think!
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YADOKARI と協働でオンライン配信を開催します。

イベントについて
「現代アートのたまり場」 は、 「A'holic」 の店主である森

川穣による、 初心者からアート好きまで誰でも楽しむことが

出来るアート史講座と、 そこに集まった人たち同士でアート

に纏わる事や世間話を気軽に行うことが出来るテーブル

トークが合わさったイベントとなります。 (

初回は、 日本においてのアートという概念の登場とも言え

る、 「美術」 という言葉の誕生から、 関東大震災や幻の

東京オリンピックなどの社会背景とアートの関係性を楽しく

学びながら、 現代との重なりを考えて行きます。

イベント概要 【日時】 2020 年 9 月 6 日 （日） 20:00 - 22:00

【定員】 20 名 ( 先着 )

【参加費】 1000 円

【申込方法】 http://ptix.at/O5pkmD

【主催】 YADOKARI 株式会社 ×A'holic

* 当日は ZOOM での配信となります。
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2020年 6月 7日オンラインストア開設しました。

開店 1 年を記念して、 高円寺の BOOZE DESIGN WORKS とのコラボレーション

でグッズを製作しました。

また、 ４、 ５月に開催したオンライン現代美術講座動画のバックナンバーや、

作家や学芸員の方々とのインタビュー動画も販売中です。

vol.01-04　現代美術講座

vol.05　内海聖史 （画家）

vol.06　福元崇志 （国立国際美術館学芸員）

vol.07　清水裕貴 （写真家 ・ 小説家）　山元彩香 （写真家）

vol.08　酒航太 （写真家 ・ スタジオ３５分オーナー）

vol.09　高田冬彦 （映像作家）

vol.10　中橋健一 （KEN NAKAHASHI ギャラリスト）

https://aholic.stores.jp
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お店について

店主について 森川穣 ( モリカワミノル )

1983 年生まれ。 美術作家。 京都精華大学卒業後

渡英しロンドン大学チェルシーカレッジにて修士資格

過程修了。 帰国後国内外で展覧会やキュレーション

を行う。 　http://minorumorikawa.com

２０１９年 4 月 1 日、 新宿３丁目にオープンしたアー

トライブラリーカフェバー。

美術書を中心に建築、 ファッション、 舞台などに

纏わる千冊を越す蔵書に囲まれながら、 珈琲や

お酒、 おばんざいを提供するお店です。

店名である A’ holic は造語で、A と holic （中毒 )

の間に各々好きな単語を当てはめてもらえたらと

の思いからつけられました。 （Art、 Architecture、

Alchohol 等）


