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JPS Gallery is pleased to present Not At The Dinner Table, Paul Hunter Speagle’s first solo exhibition 
at the gallery’s Tokyo location. Born and raised in North Carolina, USA, Speagle creates a new 
series of paintings that offers an intimate look into domestic households that have been saturated 
with the excessive media reports about global issues. By pinpointing how unlimited access to an 
endless stream of news compromises human connection, communication, family values and 
relationships, Speagle offers new insight into matters that viewers may have overlooked or have 
become emotionally desensitised to. 

Meanwhile...How are you doing? We are fine., 2022, 
Oil and oil bar on canvas, 50 by 40 cm. Courtesy of the artist and JPS Gallery.






Speagle grew up in a household where the phrase “not at the dinner table” was said whenever 
topics such as politics, religion and sex were brought up as it was considered inappropriate for 
conversations at family dinners. He believes that “the root starts with our family”, therefore, his 
brilliantly coloured exuberant paintings are meant to raise awareness amongst viewers in the 
hopes of generating a dialogue leading to positive change. With that in mind, Speagle’s works are a 
visual testimony of how issues such as global warming, cancel culture, transgender rights or the 
struggle of small businesses, to name a few, have arisen over the recent years due to the lack of in-
depth communication concerning these topics. 

From pop culture references to historical or religious iconography, Speagle plays on the familiarities 
of collective consciousness and re-mixes decade-old references to create paintings with complex 
narratives. The familiarity of the subjects and motifs within the paintings is intentional, allowing the 
paintings to inform themselves and invite a literal interpretation or a symbolic one. In Back To The 
Past, Speagle uses the classic USA Hollywood movie Back to the Future  to express the significant 
setback in the fight for women’s rights due to the rise of the conservative agenda. Standing in line 
to get in the time machine that is a DeLorean car are stereotypically dressed women from 
America’s eras in the past 100 years. Whilst  I’m in some shit now, Speagle addresses his personal 
experience with the media by comparing it to a dominatrix relationship where fear is the form of 
manipulation used to control us. 

Propelled by his strong desire for a better future and willingness to bring helpful solutions to the 
problems we all face, the presented works convey complex issues with extraordinary emotion and 
immediacy. The small scale of the paintings offers viewers an intimate experience, forcing them to 
look closer in order to examine the content of each painting, reiterating the need to look closely 
at larger issues we face daily. Speagle’s thick painterly technique allows a unique optical illusion and 
physical textural quality that transforms metaphorical concepts into real tangible experiences. 
Speagle shares, “The juxtaposition of bright colours with dark imagery express the reality of life 
and the world that we live in is truly Brutal and Beautiful.”

Although the individual works present complete stories in and of themselves, when viewed 
together a larger narrative emerges, one that encourages viewers to first solve the problems 
within their homes so it can create a ripple effect of positivity throughout the world.

About Paul Hunter Speagle
Taking inspirations from life, love and religion, Paul Hunter Speagle creates expressive and colourful 
works that reflect his passions and beliefs. Working across paintings, sculptures as well as 
interactive and public installations, Speagle is a versatile artist who explores the world through his 
works.






Stemming from underground skateboarding, snowboarding, street and comics culture, Speagle’s 
canvases are filled with intense colouration that heightens a pervasion tension - evoking urban and 
rural environments of the US while experimenting with internal painterly dynamics around light, 
brushwork and compositions. Much of his works are inspired by symbolic motifs, Native American 
totems, outsider folk art, ancient mythologies, and biblical narratives, commenting on the 
transcendence of time and the issue of human mortality with his unique and painterly style.

Born and raised in Hickory, North Carolina, Speagle started painting as a young teen and won the 
Paul Whitener Painting Contest at the age of 12. He gained a scholarship to study at the Savannah 
College of Art and Design (SCAD), where he earned a BFA in painting in 2005 and an MFA from 
the School of Visual Arts in New York City in 2012. In 2018, he had his first museum solo exhibition 
Walking the Dog, at the Hickory Museum of Art. In recent years, Speagle started exploring the 
possibilities of public murals. He was commissioned to participate in many mural projects, including 
the large-scale historical mural, Miracle of Hickory (2019) and a collaborative mural for Art Basel 
Miami Beach 2019. Speagle is the founder of the artists-led organisation ATAC Gallery. The artist 
currently lives and works in Hickory, North Carolina.

About JPS Gallery
Established in Hong Kong (2014) and in Tokyo (2018), JPS Gallery is an independent contemporary 
art gallery presenting works of emerging and established artists from around the world. In the 
autumn of 2022 JPS will establish a new gallery space in Paris, as well as one in Barcelona during 
the first quarter of 2023. 

The gallery was founded with a passionate spirit that dedicates to the new digital age and the 
exploration of fine art and pop culture. We aim to create an innovative environment for a new 
generation of artists and collectors, fostering a creative space for all.   We focus on contemporary 
works of the era that span across different medium and disciplines, showcasing a discerning 
selection of works that embody the aesthetics of today. 

We are committed to supporting the culture and art scene both in Hong Kong and Japan, creating 
a vibrant local art community. The gallery regularly presents works of emerging artists in our 
gallery spaces in Hong Kong and Tokyo as well as international art fairs, giving them a platform to 
gain global exposure and supporting young artists to launch their careers. JPS has also been an 
active contributor to society and the local art scene by sponsoring various charity events and 
auctions. 

Location 
1/F,  Tobu 2nd Building, 6-27-4, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan






Media Enquiry
For media enquires and press preview, please contact
Yuri Nagai | yuri@jpsgallery.com

Social Media Hashtags
@hunterspeagle @jpsgallery
#notatthedinnertable #paulhunterspeagle #jpsgallery






プレスリリース

Paul Hunter Speagle
Not At The Dinner Table
2022年10⽉23⽇〜11⽉20⽇

オープニングレセプション 2022年10⽉22⽇(⼟)17時~20時

JPSギャラリーでは、この度、Paul Hunter Speagleの東京での初個展となる「Not At The 

Dinner Table」を開催いたします。アメリカノースカロライナ州で⽣まれ育ったPaul 

Hunter Speagleは、世界的な問題についての過剰なメディア報道で飽和状態にある家庭を

親密な視点で⾒つめた新しいペインティングシリーズを制作しています。無限に続く

ニュースへのアクセスが、いかに⼈間同⼠のつながりやコミュニケーション、家族の価値

「Meanwhile...How are you doing? We are fine. 」, 2022, 
キャンバスに油彩と油彩、50 x 40 cm。 アーティスト、JPSギャラリーによる提供。






観や⼈間関係を損なうかを指摘することで、彼は視聴者が⾒過ごしたり感情的に鈍感に

なったりしている事柄に新しい洞察を与えてくれます。

Paul Hunter Speagleは、政治、宗教、セックスなどの話題が持ち上がると、家族の夕食時の

会話にふさわしくないとして、「not at the dinner table 」という⾔葉を⼝にする家庭で育

ちました。彼は「the root starts with our family 」と信じており、彼の鮮やかな⾊彩で描か

れた⾼揚感のある絵は、⾒る⼈の意識を⾼め、前向きな変化をもたらす対話が⽣まれるこ

とを期待しています。また彼の作品は、地球温暖化、異⽂化コミュニケーション、トラン

スジェンダーの権利、スモールビジネスの問題など、近年のコミュニケーション不⾜が⽣

み出した問題を視覚的に証明するものでもあります。

ポップカルチャーから歴史的、宗教的な象徴まで、彼は⼈々の意識の中にある⾝近なもの

を利⽤し、10年以上前のものを新たに混ぜ合わせ、複雑な物語を持つ絵画を制作していま

す。絵画の中の題材やモチーフの親しみやすさは意図的なものであり、絵画がそれ⾃⾝を

知らせ、⽂字通りの解釈や象徴的な解釈を促すようになっているのです。彼は「Back To 

The Past」で、ハリウッド映画「 バック・トゥ・ザ・フューチャー 」を利⽤し、保守的な

思想の⾼まりによって女性の権利のための戦いが⼤きく後退していることを表現していま

す。デロリアンというタイムマシンに乗るために並んでいるのは、過去100年間のアメリ

カの各時代のステレオタイプな服装をした女性たちです。彼は、メディアとの個⼈的な経

験を、恐怖が我々をコントロールするために使われる⽀配者のような関係に例えて、

「I'm in some shit now」と語っています。

より良い未来への強い願望と、私たちが直⾯する問題の解決に役立ちたいという意志に後

押しされ、発表された作品は、複雑な問題を並外れた感情と即時性で表現しています。⼩

さなスケールの絵画は、鑑賞者に親密な体験をもたらし、それぞれの絵画の内容を吟味す

るために⽬を凝らすことを余儀なくさせ、私たちが⽇々直⾯している⼤きな問題に⽬を向

ける必要性を再確認させてくれます。彼の厚みのある絵画的技法は、独特の⽬の錯覚と物

理的な質感を可能にし、隠喩的な概念を実際の具体的な体験に変えます。彼は、「明るい

⾊と暗いイメージの対比は、⼈⽣の現実と私たちの住む世界を表現しており、まさに残酷

で美しい 」と語っています。

個々の作品はそれ⾃体で完結した物語ですが、⼀緒に⾒るとより⼤きな物語が浮かび上

がってきます。すなわち、皆様がまず⾃分の家の問題を解決することで、世界中に前向き

な気持ちを広げることができるというものです。






Paul Hunter Speagleについて

彼は、⼈⽣、愛、宗教からインスピレーションを受け、⾃⾝の情熱や信念を反映した表現

豊かで⾊彩豊かな作品を制作しています。絵画、彫刻、インタラクティブ・インスタレー

ション、パブリック・インスタレーションなど、作品を通して世界を探求する多才なアー

ティストです。

スケートボード、スノーボード、ストリート、コミックなどのアンダーグラウンドカル

チャーから⽣まれたスピーグルのキャンバスは、強烈な⾊彩で満たされ、浸透する緊張感

を⾼めています。アメリカの都市と⽥舎の環境を喚起しながら、光、ブラシワーク、構図

に関わる絵画内部のダイナミクスを試みています。彼の作品の多くは、象徴的なモチー

フ、ネイティブアメリカンのトーテム、アウトサイダーの⺠芸品、古代神話、聖書の物語

などからインスピレーションを得ており、時間の超越と⼈間の死という問題を、彼独⾃の

絵画的なスタイルで表現しています。

ノースカロライナ州ヒッコリーで⽣まれ育ったPaul Hunter Speagleは、10代の頃から絵を描

き始め、12歳の時にポール・ホイットナー絵画コンテストで優勝。 奨学⾦を得てサバン

ナ芸術デザイン⼤学（SCAD）で学び、2005年に絵画のBFA、2012年にニューヨークのス

クール・オブ・ビジュアル・アーツでMFAを取得しています。2018年、ヒッコリー美術館

で初の美術館個展「Walking the Dog」を開催しました。近年、彼は公共壁画の可能性を模

索し始め、⼤規模な歴史壁画「Miracle of Hickory」（2019年）や「Art Basel Miami Beach 

2019」のための共同壁画など、多くの壁画プロジェクトに参加しています。彼は、アー

ティスト主導の組織ATACギャラリーの創設者であり、現在、ノースカロライナ州ヒッコ

リーを拠点に活動しています。

JPS Galleryについて

香港（2014年）と東京（2018年）に設立されたJPSギャラリーは、世界中の新進・ベテラ

ンアーティストの作品を紹介する独立系コンテンポラリーアートギャラリーです。2022年

秋、JPSはパリに新しいギャラリースペースを設立し、2023年の第1四半期にはバルセロナ

にも設立する予定です。

当ギャラリーは、新しいデジタル時代、ファインアートとポップカルチャーの探求に捧げ

る情熱的な精神で設立されました。私たちは、新しい世代のアーティストやコレクターの

ために⾰新的な環境を作り、すべての⼈のための創造的な空間を育むことを⽬的としてい






ます。私たちは、さまざまな媒体や分野にまたがる時代の現代作品に焦点を当て、今⽇の

美学を体現する作品を厳選して展示しています。

私たちは、香港と⽇本双⽅の⽂化やアートシーンを⽀援し、活気ある地域のアートコミュ

ニティを創造することに尽⼒しています。香港と東京のギャラリースペースや国際的な

アートフェアで定期的に新進アーティストの作品を紹介し、世界的な露出を得るためのプ

ラットフォームを提供するとともに、若いアーティストがキャリアをスタートさせるのを

サポートしています。また、JPSは様々なチャリティーイベントやオークションのスポン

サーとして、社会と地域のアートシーンに積極的に貢献しています。

所在地

〒150-0001 

東京都渋⾕区神宮前6-27-4 東武第2ビル1階

メディアお問い合わせ

報道関係のお問い合わせ、プレスプレビューは、

永井友梨｜yuri@jpsgallery.com までご連絡ください。

ソーシャルメディアハッシュタグ

@hunterspeagle @jpsgallery
#notatthedinnertable #paulhunterspeagle #jpsgallery






Key Highlights  | Not At The Dinner Table

A world issue in a domestic situation., 2022
Oil, oil bar, acrylic spay and charcoal on canvas
213 by 212 cm






Key Highlights  | Not At The Dinner Table

A race to the mirror for truth and authenticity, 2022
Oil, oil stick, acrylic, and charcoal on canvas
50 by 40 cm






Key Highlights  | Not At The Dinner Table

Rock-em Sock-em, 2022
Oil and oil bar on canvas
50 by 40 cm






Key Highlights  | Not At The Dinner Table

Back to the past, 2022
Oil, oil stick, acrylic, and charcoal on canvas
50 by 40 cm






I’m in some shit now, 2022
Oil, oil bar, acrylic spay and charcoal on canvas
83.82 by 114.3 cm

Key Highlights  | Not At The Dinner Table
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