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第 4回チーム・コヤーラ創作人形公募展
11 月 13 日（火）～ 18 日（日）
10:00 ～ 17:30（最終日 14:00 まで）NHK ふれあいホールギャラリー
東京都渋谷区神南 2-2-1　NHK 放送センター内  TEL：03-3481-5614
公募展審査は 12 日（月）に行います。
チーム・コヤーラの公式ブログで 13 日に速報を掲載予定。
◎審査発表パーティ　11 月 12 日（月）18:30 ～渋谷の会場にて
コヤーラクラブ会員で希望者は出席できます。参加費 5500 円
パーティ参加希望者は 10 月 15 日まで事務局へご連絡ください。

◎会場イベント　スクランブル公開講評会
～どなたもぜひご来場ください！～
11 月 18 日（日）14:00~15:00  無料・予約不要・非会員も参加可　
公募展会場内で開催（ 14 時以降の入場不可）
講評作家：井桁裕子、つじとしゆき（月光社）、髙橋操、水澄美恵子、
矢部藤子、よねやまりゅう
※展示は 14 時に閉場となります。14 時以降はご入場できません。
ご注意ください。
昨年開催して好評を得ました「スクランブル型」の公開講評会です。
出品者でも参観者でも、作家の方に展示作品に関する感想を聞き、
質問や意見の交流を自由になさってください。技術のこと、方向性
のことなどなんでもどうぞ。
※チーム・コヤーラ創作人形公募展は、渋谷のNHK ふれあいホー
ルギャラリーを会場として開催してまいりました。2020 年には閉
館するため、この会場での公募展は今回で最終となります。

MISOROGI 人形展　
チーム・コヤーラも共同参画しています！
会期　10 月 10 日（水）～ 16 日（火）　
9:00 ～ 21:00（最終日 16:00 閉場）入場無料
会場　丸善丸の内本店 4 F ギャラリー
会期中会場イベント
・パフォーマンス「満ち欠け」
石田百合 ＋ 蜘津 Chizu Solo Theater
10 月 10 日 19:00・14 日 14:00　公演時間約 25 分　観覧無料
・ワークショップ
ままごと森　よるのうさこ　「水晶を持ったマモノちゃん」　
10 月 15 日（月）・16 日（火）参加費　5400 円（税込）要予約
公式URL http://misorogi.nonc.jp/
主催企画　羽関オフィス　協力　チーム・コヤーラ

ドール・ワールド・リミテッド
34 号でもご紹介した「ドール・ワールド・フェスティバル」の 1日
限定イベントです。
チーム・コヤーラ+羽関オフィスも出店いたします！
12 月 2日 ( 日 )　12:00 ～ 17:00
東京都立産業貿易センター台東館（浅草）
東京都台東区花川戸 2-6-5
10 月 15 日まで出展者募集中。申し込みが埋まり次第終了
詳細はHPで　http://dwf.d.dooo.jp/dwl/
主催　ドールワールドNAW実行委員会
TEL 090-4541-5634 ( 担当 小川 )　　
ロシア「ART OF DOLL 見学ツアー」（12 月）募集中！
ロシアで最大の人形展「ART OF DOLL」が本年も 12 月にモスクワで
開催されます。開催期間は 12 月 14・15・16 日の３日間です。
ご要望に応え今回も羽関オフィス監修で５泊６日の「ART OF DOLL
見学ツアー」を企画しましたが、羽関オフィス企画主催のこのツアー
は今回をもって終了します。展示見学を中心に名所観光も入り短い期
間で効率的にロシアの文化と歴史の魅力を知って頂くツアーです。迷
われる方はこの機会をお見逃しなく！
旅行のお問い合わせ・お申込先　ユーラスツアーズ　
東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル 9　（担当　須玉） 
TEL: 03-6453-6632 FAX：03-6453-6630　E-mail: tisha@euras.co.jp
 ※ユーラスツァーズは ART OF DOLL の展示内容についてはご案内い
たしません。内容に関するお問い合わせは、羽関オフィスまでお尋ね
下さい。TEL 042-395-7547

が取り組む small project
チーム・コヤーラも企画に共同参画するMISOROGI 人形展
は、今回で４回目を迎えます。今回はお土産のように気楽に
買える小さな人形を提案したいと思い、出品者に声をかけて
それぞれの情報や意見交換を交えながら、研修会のようなも
のを行いました。そのような試みを行う必要を感じたのは、
昨今の創作人形展が一部のファンの間だけに閉塞していく傾
向を感じるからです。
この企画のお手本は郷土人形です。
MISOROGI 人形展では郷土人形の作者の方々も出品されま
す。何代にもわたる時間をかけて洗練された郷土人形の意匠
や技法に匹敵するものを、創作作家が一代で成し遂げるの
は、創作より難しいと思います。しかし郷土人形や伝統人
形でも、後継者は常に新
しい型やデザインを生み
出していることを考えれ
ば、不可能ではないでし
ょう。伝統ものには一定
のサイズや表現、技法と
いった不文律の縛りがあ
りますが、創作は対照的
に縛りがなく自由です。
その自由さが創作の良さ
であり、厄介なところだ
と思います。自由だからといって宇宙にでも放り出されたか
のように、方向性がわからないまま無我夢中に手を動かして
訳のわからない人形が生まれる所以でもあります。
自由とは無秩序であるということではなく、秩序を自分で作
り出せるということだと思います。前提条件として一定の縛
りが与えられている伝統の世界に対して、創作を選ぶ方は自
分で自分の縛りを探し出す必要があります。縛りを、型、パ
ターンと言い換えるとわかりやすいかもしれません。
人形においては自分に向いた素材選びはとても重要だと思い
ます。素材は作り手に縛りを与えるからです。縛りが決まっ
たら、そのなかでどうやって自由に遊ぶかが、創作の醍醐味
だと思います。想像の世界で自分が遊び、人を遊ばせる技量
が必要です。
MISOROGI 人形展は制作の成果を見て愛でるだけの性格の展

示会とは異なり、作品を買っていただくということが評価に
直結するギャラリーでの展示会です。人はお金という代価を
払う時に一番厳しい判断をすると思います。その意味では真
剣勝負の審査会ということも言えるでしょう。
通常の素材や技法を簡素に
したり、異素材をちょっと
加えて遊んでみたり、小さ
な人形や遊びや祈りの簡素
な人形を見直すことで人
形の本質に立ち返る実験
が SMALL  PROJECT です。
審査で選ばれるハードルを
下げるために、昨今の住宅
事情や財布の事情に合わせたサイズや価格に設定し、成功体
験を繰り返すのが良いと思います。売れ線のものを小さく安
くするのは、実験の意味がありません。創作なのですから。
このプロジェクトをきっかけに、出品者の作家たちと人形の
新しい対話が始まりました。
多くの方にご覧いただきたいと思っています。
清少納言が「ちひさきものはみなうつくし」と書きました。
MISOROGI はどこまでそれに迫れるでしょうか。
多くの方にご覧いただきたいと思っています。
 　　　　  （MISOROGI 人形展主催企画　羽関チエコ）

第 8回 にんぎょう うらら展
伝統の抱き人形と現代の創作抱き人形が出会う人形展
会期：10 月 26 日 ( 金 ) ～ 11 月 4日 ( 日 )
会場：吉德浅草橋本店 1階・3階・4階
時間：10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00 まで）
休日：期間中無休　入場料：無料
第 7回記念トークショー
「この時代に創作人形を作るということ」
講師　羽関チエコ　
11 月 3 日（土）14:00-15:00　3F　うらら展会場にて
チーム・コヤーラの羽関チエコが、90 年代からの創作人形シーンを
俯瞰し、現在の創作人形について探ります。

写真左段
ホフロヴァ・マヤ「箱入りブ
ローチ」 本体約 8cm
古い木の人形に古布でドレス
を着せ、手製の箱に入れたブ
ローチ
右段上
影山多栄子「こっぱのこ」 
2~3cm木っ端に着彩
右段中
ハイチェンコ・ディナ「サー
カスの女の子」 約 15cm
ロシアの近代手芸の技法、綿
と糊だけでつくる人形
右段下
西村 FELIZ　「暦の粘土人形」
約 10cm
アステカ暦の干支に匹敵する
キャラクターのお面を創作、
軽量粘土で手びねりの人形に
つける。制作時間は 90 分ほ
ど。組み合わせと着彩で様々
なバリエーションができる。

人形展



バルト 3国の一国、人口僅か 200 万人のラトビアのDOLL ART RIGA の
内容がとても充実しているという評判を、以前からヨーロッパの作家達
から聞いていて一度は訪れてみたいと思っていました。首都のリガはモ
スクワから西に飛行機で 1時間半ほど。オランダからも 2時間程度で
来られます。また、ロシアの展示から遠ざかってきているウクライナの
作家とロシアの作家が出会える機会にもなっています。
60 人ほどの参加作家数で、歴史ある鉄道博物館の展示ホールで平面や
彫刻作品もあわせてブース数にして 40 ほど。規模は大きいとはいえな
いし、作品が売れる見込みも薄いことは周知されています。それでも合
理的で厳格なヨーロッパの作家の間で賞賛されている理由は実際に行っ
てみて、展示作品が何度見ても見飽きない粒ぞろいの質の高さ、ゲスト
への主催者の気配りが行き届いていることかと実感しました。
こ の 展 覧 会 の 正 式 名 称 は「EUROPEAN PROFESSIONAL DOLL ART 
FESTIVAL」です。主催者はインテリアデザイナーであり人形作家である
イナラ・リエパです。展示テーマに沿ってプロフェッショナルのタイト
ルにふさわしい表現力のある作家を厳選しています。今年のテーマは「童
話」。似たような作風に偏らないように気をつけているそうです。
選ばれた各作品に見る表現や技術の質の高さには目を見張ります。オ
ランダ、ロシアの人気作家はもちろん、初めて目にするリトアニアの
クリスティーネ・クリギナの布による繊細かつスケールの大きい展示、
エストニアの作家タチアナ・モフリャコヴァがキュレーターを務める
「STUDIO 14」による狼をテーマとしたコラボレーションなどの内容の
豊かさに大変刺激を受けました。
私は創作人形では日本初出品となるブースで人選を一任され、水澄美恵
子、矢部藤子、本多厚二、とくいあや作家作品を展示しました。（写真上）
会場は一般の来場者がほとんどでしたが、このような優れた展示のなか
でも、日本人作品も一点ずつ丁寧に鑑賞していただき、熱い賞賛の言葉
を頂き、何度も「ありがとう」と言われました。各作家が伝えたいもの
が見る人にしっかり伝わった手応えを感じました。
出品者自身も刺激を受けて楽しい交流が生まれる様子は 90 年代のアメ
リカのNIADA の熱気を彷彿とさせます。実際にNIADA の現作家会員で
あるオランダのマーレーン・フェアエルストやチェコのエヴァ・H・ホ
ディンコヴァはここで NIADA ができるといいのにと話していました。

さよなら「バブーシュカ」（下北沢）

理想的な交流の場　　　青の羊

クセニア・シンコヴスカヤ（ラトヴィア）Ksenia Shinkovskaya

FANTANIMA! でもお世話になっていた下北沢「バブーシュカ」が、
惜しまれながら 8月 19日の日曜日に閉店しました。
オープンから 5年目の夏でした。

雰囲気ある建物は 40数年の歳月を経て老朽化のため解体すること
になったそうです。
毎年春に開催される FANTANIMA! の協賛をして頂き、FANTANIMA!
でおなじみの作家さん達にも、たくさん出入りして頂いていました。
FANTANIMA! のミーティングやワークショップの開催などもさせて
いただいたこともあります。お店全体で応援して頂いたので、閉店
はとても残念です。

バブーシュカは、名物にもなっていた美味しいナポリタンやケーキ、
カレーのお食事や、小さな展覧会、作家ものの雑貨などを扱うお店
として親しまれてきました。
スタッフ全員が作家であるという事も魅力の一つであったと思いま
す。
そして一年を通しておこなわれた個展などの展示会は全てバブーシ
ュカの企画展として運営し、人形やぬいぐるみ、絵画などの作家の
方に参加していただきました。

お店に一歩入ると別世界、現実離れした夢のような空間で展示を観
ながら、美味しい食事をして隣に居合わせたお客様同士や作家さん
と交流するという、今さらですが理想的な場であったと思います。
たくさんの方から思いを寄せて頂いていたお店をスタッフとして見
て来られたことは私自身も嬉しく、バブーシュカでの日々はいつま
でも心に深く残ると思います。

関わって頂いていた作家の方やお客様も同じような気持ちではない

バブーシュカは 2013 年 8月 10 日に下北沢で開店しました。かわ
い金魚さんをはじめとするアーティスト達がスタッフとして選りす
ぐった雑貨、古着からアート作品を扱い、演劇や若い世代の文化の
発信地でもある下北沢でも個性的なお店として愛されてきました。
展示には、看板の女の子の絵を描いた野村直子さん、オーナーのコ
レクションとしても多くの作品が常設展示された深瀬優子さん、ス
タッフとして展示ごとにテーマに沿った人気のケーキセットを作っ
た画家の金田アツ子さんをはじめ、人形展やアート系イベントで活
躍している方が多数参加しました。筆者の青の羊さんも、作家活動
をしながらバブーシュカのスタッフとしても活躍していました。バ
ブーシュカでの個展について、本号でも書かれています。
チーム・コヤーラの活動の一環としてはじまった FANTANIMA! は
青の羊さんが企画メンバーを務めていましたが、バブーシュカが関
わることでイベントが広がりのあるものとなりました。
バブーシュカの皆様、ありがとうございました！（チーム・コヤーラ）

写真下段は店頭で常設展
示されていたバブーシュ
カの FANTANIMA! コレ
クション。
ジレンキナ作品など

かと思います。
最後に、このような場、交流、意見交換ができる場所はこれから
もっと必要になるのではないかと改めて思います。
オーナーのつるちよさん、スタッフの金田アツ子さん、かわい金
魚さん、牡丹さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました！

写真　バブーシュカ店内　左：野村直子さんのイラストによるお店のロゴ　右：名物のケーキセット「さよならバブーシュカ展」のテーマにちなみ、各スタッフを象徴するクッキーが添えられている。

DOLL ART RIGA

EUROPEAN PROFESSIONAL DOLL ART FESTIVAL
ドールアート・リガ report

この企画は文化系基金の助成を受けていて今回の5年が節目となるそう
です。来年以降は新たに基金申請、スポンサー探しからのゼロスタート
になるので開催を確定できないとリエパは話しますが、音楽とのコラボ
レーションなど既にアイデアがあるようです。またヨーロッパのエスプ
リを感じる人形展が実現することを願っています。（敬称略・文　羽関
チエコ）

スタジオ 14（エストニア） Studio14  コラボレーション企画 ’Runnning with Wolves’  各国の作家がテーマに沿って制作。力作が並ぶ。
手前右はロシアのナタリア・ポペディナ作品 Natalia Popedina

左：テレビ取材で日本作品を紹介する主催者のイナラ・リエパ　右 : 看板で水澄美恵子作品が宣伝された

クリスティーネ・クリギナ（リトアニア） Kristine Kligina　


