
4 July 2016
For Immediate Release

Nibble, nibble, gnaw
Spam emails are the new Sound Poetry

The Container is delighted to showcase an exhibition 
with the Swiss artist Nadja Solari. The exhibition, 
presented as part of Japan’s Dada Festival, 
celebrating a centenary to the Dada movement, 
consists of a site specific installation and a range 
of live performances, such as spam yodelling, a 
commissioned classical composition for piano and the 
projection of archival Mavo film, to take place during 
the opening night reception, 18 July 2016.

A bilingual (Jap/Eng) catalogue will accompany the 
exhibition.

nibble, nibble, gnaw
Nadja Solari

18 July – 3 October, 2016
Opening reception: 18 July, 19:30-21:30

Opening night will include a range of performances 
relating to Dada and to the exhibition:
• A commissioned performance, directed by Nadja 
Solari: Japan’s Houkakai Yodel Club singers singing 
spam text
• A commissioned classical music performance 
/ performance art collaboration: Classical music 
composer Charles Knudsen in a new composition 
for piano, written especially for this event, in the spirit 
of Dada. The music performance will be accompanied 
by a performance art act by Scottish artist Jack 
McLean
• South Africa’s renowned bagpipe performer 
Dominic Skelton in a special performance
• Opening night will feature also the launch of a new 
bilingual (Eng/Jap) publication by The Container: a 
catalogue / artist book exploring the exhibition nibble, 
nibble, gnaw. The publication will include also a newly 
commissioned fiction story / fairytale by the American 
writer Shawn Mehrens, inspired by the exhibition. 
The publication will be available for purchase at The 
Container and on Amazon US, Canada, and Europe: 
https://www.createspace.com/6391532
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Nibble, nibble, gnaw 
新しい音の詩としてのスパムメール

The Containerはスイス作家のナジャ・ソラリの展覧会を展
示致します。 本展覧会はダダ派の運動100周年を祝う日本
ダダ・フェスティバルの一部として展示され、サイトスペシフ
ィック・インスタレーションやスパム・ヨーデル歌唱、ピアノの
ための委託クラシック作品や、マヴォ記録映画の投映など
の幅広いライヴ・パフォーマンスが含まれており、2016年7
月18日の夜のオープニング・レセプション中に披露されま
す。

二ヶ国語（日/英）の図録が展覧会に付随します。

nibble, nibble, gnaw
ナディア・ソラリ

2016年7月18日 ~ 2016年10月3日
オープニングレセプション: 2016年7月18日, 19:30-21:30

 オープニング初日にはダダと本展覧会に関連する様々なパ
フォーマンスが披露されます:

• ナディア・ソラリ演出の依頼によるパフォーマンス：日本の
ヨーデル放歌会がスパム文章を歌います。
• クラシック音楽パフォーマンス／共同パフォーマンス・アー
ト: クラシック音楽作曲家のチャールズ・クナドセンによる、
依頼によってこのイベントへと特別に作曲したダダ概念を込
めた新作のピアノ曲演奏。このミュージック・パフォーマンス
はスコットランド作家のジャック・マクリーンによるパフォー
マンス・アートとしての演技が同時に披露されます。
• 南アフリカの著名バグパイプ演奏家であるドミニク・スケ
ルトンによるThe Containerへの特別パフォーマンス。
• 初日にはThe Containerから、ナディア・ソラリによる本展
覧会nibble, nibble, gnawをご紹介する二ヶ国語（英/日）
の新しいカタログ／作品集が公開されます。更に本出版物
は、本展覧会から発想を受けたアメリカのライターであるシ
ョーン・メレンスの、依頼による新作フィクション小説／おと
ぎ話が含まれます。本出版物はThe Containerにて、そして
アメリカ・カナダ・ヨーロッパのAmazonから購入する事が出
来ます: https://www.createspace.com/6391532

© Nadja Solari, Concept drawings for exhibition, 2016. Courtesy of The Container, Tokyo.
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__________________
“Marinetti sends me Parole in Liberta by 
himself, [Francesco] Cangiullo, [Paolo] 
Buzzi, and [Corrado] Govoni. They are 
just letters of the alphabet on a page; 
you can roll up such a poem like a 
map. The syntax has come apart. The 
letters are scattered and assembled 
again in a rough-and-ready way. There 
is no language any more, the literary 
astrologers and leaders proclaim; 
it has to be invented all over again. 
Disintegration right in the innermost 
process of creation.”
—Hugo Ball, 9 July 1916
Dei Flucht aus der Zeit [Flight out of 
Time: A Dada Diary] (Munich, 1927) 
Trans. Ann Raimes. New York: The 
Viking Press, 1974. 25 

 Sound Poetry, the artistic practice of using 
phonetic sounds of speech rather than semantic 
meaning, was inherited by the Dada movement from 
Filippo Tommaso Marinetti and the Futurists, and 
evolved to be one of the most recognizable literary 
modus operandi of Dadaism. By and large used in 
performance, the sounds of words were awarded 
central importance and were treated, in Ball’s words, 
as the “innermost alchemy of the word,” the “last and 
holiest refuge” of poetry.

 Such performances became pivotal to 
Cabaret Voltaire, a nightclub in Zurich, Switzerland, 
founded by Hugo Ball and his partner Emmy 
Hennings in 1916 as a site for entertainment, artistic 
and political activities, and frequented by artists, 
musicians, poets, and writers. Those nights at 
Cabaret Voltaire, typified by chaotic and horrendous 
performances, expressed the artists’ frustration and 
disillusion with World War I and redefined art theory 
and practice for the 20th century.

 It is no surprise then that the Swiss artist 
Nadja Solari, who is exhibiting at The Container 
this summer to celebrate the centenary of the Dada 
movement, as part of Japan’s Dada Festival, took 
inspiration for her sculptural installation from the 
Dadaists’ Sound Poetry tradition. It is also not a 
surprise that Solari, in her references to Sound 
Poetry and Dada, draws inspiration from current 
technologies and digital processes. In the last decade 
her works have been strongly influenced both by new 
media and everyday objects – the correlation and 
relationship we have with them as a society.

 Nadja Solari’s exhibition at The Container, 
nibble, nibble, gnaw, is a spatial mixed-media 
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プレスに関するお問い合わせは、Shai Ohayonまでご連絡
ください。

info@the-container.com

___________________
「マリネッティは自らとフランセスコ・カンジュッ
ロ、パオロ・ブッツィ、コッラード・ゴヴォーニから
私に言葉の自由（Parole in Liberta）を贈った。こ
れらはページ上のアルファベット文字に過ぎない
が、このような詩は地図のように巻き閉じる事が
出来る。この統語論はばらばらになっている。文
字は散らばされ大雑把に再構成される。言語はも
う存在しないと、文語的な占星家と主導者らは宣
言する。これは再び発明される事が必要だ。創作
においての深層部の崩壊権利である。」
—1916年7月9日 フーゴ・バル
Dei Flucht aus der Zeit [Flight out of Time: 
A Dada Diary] (Munich, 1927) Trans. Ann 
Raimes. New York: The Viking Press, 1974. 
25

 意味ではなく話し言葉の音声を利用した芸術作風の
音の詩は、ダダ運動のフィリッポ・トンマーゾ、マリネッティ、そして
未来派によって受け継がれ、文字通りなダダ派の手法（modus 
operandi）の一部として発達しました。 全体的にパフォーマンス
に使用され、言葉の音は中心要素として称され、そしてバルの言
葉で言う、詩の「神聖な最後の避難」であり「言葉の深層部の錬
金術」として扱われました。

 このようなパフォーマンスは、1916年にフーゴ・バルと
相棒のエミー・ヘニングによって娯楽、芸術的で政治的な活動へ
の場として設立され、芸術家、音楽家、詩人、作家が頻繁に訪れる
スイスのチューリッヒにあるナイトクラブのキャバレー・ヴォルテ
ール（Cabaret Voltaire）で中心的となりました。キャバレー・ヴォ
ルテールでのこれらの催しは混沌とした物が主で、アーティスト
の第一次世界大戦への欲求不満と幻滅を表し、20世紀の美術史
と作風を再定義しました。

 その為、ダダ運動100周年を祝う日本のダダ・フェステ
ィバルの一環として、この夏にThe Containerで展覧会を開くス
イス人アーティストのナディア・ソラリが、ダダ派の伝統である音
の詩から彫刻的インスタレーションへと発想を得たのは驚く事
ではありません。更に、ソラリがダダと音の詩からの引用で、現代
技術とデジタル・プロセスから発想を描く事も意外ではありませ
ん。

 The Containerでのナディア・ソラリの展覧会nibble, 
nibble, gnawは、現代デジタル時代のボットによって生成された
スパム・メールと音の詩の関係を構成する、ミクスト・メディア・イ
ンスタレーションです。スパム・フィルタープログラムの傍受信か
ら逃れる為に裏をかこうとする、しばしばひょうきんな造語である
これらメールの題名からの発想は音の詩と同類であり、本展覧
会の主柱として利用されています。この過程の中で、これらの題
名とメールは意味を消滅させ、ランダム、混沌的で新しい言語と、
現代のデジタルと仮想現実の生成された詩であるダダ派著作の
追憶を形成します。その成果は、現在デジタル生成システムに代
変された、自動法(Automatism)と偶然性のような、多くのダダ派
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installation, constructing a connection between the 
contemporary digital-age bot-generated spam emails 
and Sound Poetry. Inspired by the subject lines of 
such emails, which are often a comical neologism 
that tries to outsmart the spam filtering programmes 
to avoid interception, is akin to Sound Poetry, and 
used as the backbone of this exhibition. During 
this process these subject lines and emails defunct 
semantic meaning and create a new language, 
random and chaotic, reminiscent of the Dadaists’ 
writings – the generated poetry of our current digital 
and virtual realities. The result is similar to early 20th 
century poetry that many Dadaists generated through 
manual techniques, such as Automatism and chance, 
currently, replaced by digitally automated systems.

 The exhibition at The Container is a loose 
conglomerate of everyday objects, each with a 
different kind of circuit/stream/flow, or a repeated 
mechanism, to raise issues relating to the boundaries 
between the private and public. The objects are 
adorned with over-sized heart-shaped gingerbread 
biscuits, bearing bot-generated spam messages lifted 
from actual spam emails. The iconography is deeply 
influenced by advertising, consumerism, slogans, 
and catchphrases we habitually encounter in our 
everyday lives, with a dose of associations taken from 
fairytales’ symbolism and allegory.  

 In the spirit of Dada, the exhibition is also 
enhanced by a range of live performances that take 
place during the opening reception of the exhibition. 
Directed by Solari, Tokyo’s Houkakai Yodel Club is 
performing a live act of spam mail yodeling, mixing 
traditional melodies with bot-generated “Sound 
Poetry.” Other performances include a live bagpipe 
performance and a newly composed classical music 
number for piano accompanied by a performance art 
act – all to contribute to the surreality and chaos of 
the event.

 This publication, an artist book / catalogue, 
is a mood map of associative imagery and keywords 
the artist generated whilst developing this exhibition, 
and it showcases the conceptual development 
process of the exhibition. The publication also 
sees an especially commissioned short story, a 
contemporary fairytale, written by the young author 
Shawn Mehrens, The Buried Princess, inspired by 
keywords and imagery contributed by Solari. The 
story is also accompanied by an Instagram account 
with the username theburiedprincess, with images 
from this publication and posts from “Helen”, the main 
character of the story, facilitated by Nadja Solari. 
Follow theburiedprincess on the app, or search for 
the hash tag bearing the same name.  

 The exhibition and this publication would not 
have been possible without the generous help and 
support of the Swiss embassy in Tokyo, and we are 
grateful for this partnership and delighted for the kind 
invitation to participate in Japan’s Dada Festival, to 
celebrate the centenary of Dada. 

が創作に使用した手動技術と類似しています。

 The Containerでの本展覧会は、個人と公共の境界に
関連する問題を提示する為の、それぞれが異なる種類の回路・
傾向・流れを持つ、又は連続する仕組みの、日常の事象のゆるや
かな集合体です。作品は、実際のスパムメールから剽窃されたボ
ット生成のスパムメッセージを有する、大きなハート型のジンジ
ャークッキーで飾られています。この図像は、おとぎ話の象徴や
寓意からの多くの関連性と共に、日常生活で習慣的に出会う広
告、消費市場主義、スローガンやうたい文句から深く影響を受け
ています。

 ダダ精神に乗っ取り、本展覧会はオープニング初日に
行われる多様なライヴ・パフォーマンスによって更に彩られます。
ソラリ演出による東京ヨーデル放歌会がボット生成された「音の
詩」と伝統的メロディーを混合させ、スパムメールのヨーデル歌
のライヴ・パフォーマンスを行います。その他のパフォーマンスは
全てこの催しの超現実性と混沌性に貢献する物で、ライヴによる
バグパイプ・パフォーマンスと、パフォーマンス・アートの演技を
伴えた、新規での作曲によるピアノのクラシック音楽が含まれま
す。

 図録・カタログであるこの出版物は、アーティストが本
展覧会を作り上げる中で制作された関連イメージと主要語の感
情地図であり、本展覧会の概念的な発達過程を表します。更にこ
の出版は、特別依頼による若年作家のショーン・メレンズの、ソラ
リの主要語やイメージから発想を受けた現代寓話の短編、埋葬
されたお姫様（The Buried Princess）が掲載されています。この
物語は、本出版物からのイメージや、ナディア・ソラリによって促
進される物語の主要キャラクター「ヘレン（Helen）」からの投稿
と、本出版物からのイメージが掲載される、theburiedprincessと
いうユーザーネームでのインスタグラムのアカウントが伴ってい
ます。是非theburiedprincessを、アプリ上や同名に関連するハッ
シュタグを検索してフォローしてみて下さい。

 本展覧会とこの出版物は、東京のスイス大使館の寛
大な支援と援助なしでの実現は難しく、そして当ギャラリーはこの
提携に対して非常に感謝の意を明し、そしてダダ100周年を祝う
日本ダダ・フェスティバル参加への好意的な御招待を嬉しく思い
ます。


