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40 号〆切　2019 年 11 月 1日（必着）

　         第4回それからの人形たち展
KOYAALA 通信は、チーム・コヤーラがコヤーラ・クラブ会員に発行するニュース・レターです。発行日 3 月 1日、6月 1日、9月 1日、12 月 1日

KOYAALA 通信発行時期は 3の倍数月。
KOYAALA 通信発行月は 3の倍数月の 1日です。
今後の発行予定
40 号　2019 年 12 月 1日　41 号　2020 年 3月 1日
DM同封希望の方へ：事務局に枚数と〆切をお問い合わせ下さい。
40 号へのDM同封対象は 12 月初旬から 2月中の展示会期です。

ノンクプラッツ　OPEN
青の羊はじめ、活躍中の作家を送り出してきたギャラリー「ノンク
プラッツ」。9月に東村山市の羽関オフィス（チーム・コヤーラ事
務局）で再オープンいたします。ギャラリーでは「KOYAALA 通信」
と『DOLL FORUM JAPAN』全バックナンバーが閲覧できます。
当面は展覧会・WSなどのイベント開催時のみの営業となります。
今後、各種勉強会などのイベントにも取り組みを予定しています。
オープニング展　青の羊個展「指月」
9月 14 日（土）～ 28日（土）
11:00 ～ 18:00　会期中無休
ノンクプラッツ
〒 189-0003　東京都東村山市久米川町 3-27-57
TEL 042-395-7547 Email  nonc@nonc.jp

3・6・9・12

昨年12月にチーム・コヤーラが主催した「第4回創作人形公募展」。NHKふれあいホー

ルギャラリー（東京・渋谷）での開催は最後となることを受けて、受賞者のその後

を追う「それからの人形展」も閉廊する 6月にあわせて急遽開催することになりま

した。

区切りの展覧会として、受賞者だけでなはく過去 4回の出品者全員を対象に希望者

先着順で 60 名の方が出品、第 4回の受賞者 9名、ゲスト作家 13 名、チーム・コヤー

ラスタッフ 5名、総勢 87 名の作品展示を行いました。

2012 年の第 1回からの時を隔てて出品された作品をみて、今まで一番密度の濃い展

示になったような印象を持ちました。総じて公募展の出品者だった方々は確実に技術を磨き、自由な発想、表現の深み、個性をより感じ

ることができ、充実した展観となりました。それらの作品を見守るように並ぶ先輩のプロのゲスト作家の作品も見応えがあり、偶然に通

りがかった方を含め来場された方々は時間の許す限り一点一点を丁寧に鑑賞されていました。（写真　鑑賞中の四谷シモン氏）

◎懇親会

6月 3日夜、「それからの人形たち展」搬入後に出品者の方々の懇親会が行われました。ゲストトークで四谷シモンさんとよねやまりゅ

うさんに「人形で生きていくこと」をテーマにお話をしていただきました。人形の社会的認知、人形と他の表現の違いからくる苦労、そ

れでも人形に関わる気持ちなど、会場のゲスト作家もまじえて疑問やそれぞれの思いを交換、結論の出ないテーマですが楽しく有意義な

人形談義のひとときとなりました。

追悼本「人形気分」発行記念
『人形気分』人形展
９月 19日 ( 木 ) ～ 9月 25 日 ( 水 )
13:00 ～ 19:00 ( 最終日 16:00 まで）　期間中無休
会場　昔人形青山
京都市北区小山東大野町69 （室町北大路下ル、地下鉄北大路駅5分）
tel　075-415-1477
出品作家（8月 28 日確定分）　伽井丹彌、左川雅子、清水真理、粧
順、Dollhouse Noah、中村趫、緋衣汝香優理、藤本晶子、太山レミ、
てらおなみ、山吉由利子、山本じん　ほか

『人形気分』は予定通り 9月上旬発行予定です。たくさんのご協賛
をありがとうございました。発行を記念して、昔人形青山に縁のあ
った創作人形作家の作品を展示いたします。

　         　         　         REPORT

公募展作品募集
「第 2回　My・クリエイティブドール展」
2020 年 4月 29 日（水）
　～ 5月 4日（月）
横浜みなとみらいギャラリー
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-3-5　クイーンズスクエア横浜　
クイーンモール２階

テーマ　人形を作る幸福（しあわ
せ）を多くの人に広めたい
応募について
・一次審査（写真審査）
写真送付締切　2020 年 2 月 29 日
　参加料 2000 円
・本審査および 一次審査 通過作品
の展示
搬入日　2020 年 4 月 28 日　搬出日　5月 4日
出展料 6000 円（1スペース）
賞金　大賞10万円、入賞3万円、審査員賞2万円（各賞1名を予定）
出展スペース　幅 45cmx 奥行 45cmx 高さ 60cm
（スペース内複数作品展示可能。一人 3スペースまで応募可）
出展作品について
オリジナル作品のみ。他のコンクール等で受賞していない作品で
あれば、過去に発表された作品も可。写真審査の応募用紙は、ミ
ワドールホームページからダウンロードし印刷するか、 下記まで
問い合せを。
創作人形館ミワドール
〒 413-0232  静岡県伊東市八幡野 1069-3
TEL&FAX　0557-55-1038  火・水曜休館
Email　miwadoll@jade.dti.ne.jp
ホームページ　http://www.jade.dti.ne.jp/~miwadoll/

6 月 4日～ 9日　NHKふれあいホールギャラリー（東京・渋谷）

「MISOROGI 人形展」
会期　2019 年 11 月 13 日（水）～
11月 19 日（火）
会場：丸善丸の内本店ギャラリー A
「自然のしづけさ」をテーマに国内外
の作家が新作を出品します。
主催　羽関オフィス
協力　チーム・コヤーラ
写真　サシャ・ルネヴァ（木彫）

出品作品はチーム・コヤーラのウェブサイトで全てご覧になれます。　http://koyaala.jp/koyaala-fes.htm

「蜘蛛」まにゃ＠

「届かぬ声」常見一奈
（第 4回チーム・コヤーラ賞受賞者）「わたしのおにんぎょう」尾花智子「わたしのおにんぎょう」尾花智子

（第 1回チーム・コヤーラ賞受賞者）（第 1回チーム・コヤーラ賞受賞者）



人形関連イベントのなかでも多種多様な人形や商品が集まる
ドールワールドフェスティバル（以下DWF) は、その自由さ
や丁寧な運営が高く評価され、最近はベテランの作家の出品も
目立ち、注目を集めるようになっています。チーム・コヤーラ
も主催者のドールワールドNAW実行委員会から招待していた
だき毎回参加しています。
DWFに参加していた方々にDWFについて語って頂きました。
数多くのイベントを経験してきた作家の方や、コヤーラクラブ
の会員、MISOROGI、FANTANIMA! の出品作家などの方々です。

6 月 15 日・16 日　東京都立産業貿易センター台東館

「嫁さんの日常」　素材　テラコッタ
月光社　

●●●クサボンから●●●

丸みを帯びた全体像とテラコッタの素朴な質感、優しい色合
いによって、哀愁の中に垣間見える無邪気さと愛らしさの様
なものを感じました。それは、きっと人形から伝わる人間味
のようなものだと思います。たった今、スケッチブックに描
かれたような大胆でザックリとしたタッチによって、動きや
仕草がとてもリアルに伝わりました。
あんなに表情豊かな人形なのに、よくよく考えると、顔のパー
ツがまったく無かったことに気づかされます。
表現には、細やかな説明を通じて伝わることももちろんあり
ますが、時にこのような大胆な削ぎ落としによってダイレク
トに伝わってくるものがあるのだと思いました。

猫を愛しく抱きあげている人の手前には、走り去る猫を大慌
てで追っている人が配置されていました。こちらの作品だけ
人も猫も極端に小さくて、対比的で面白いなぁと思いました。
そのこそばゆい感じが個人的にツボでした。

「嫁さんの日常」ありのままのその姿は、つじさん自身の日
常であるからこそ辿り着ける表現であり作品なんだと思いま
した。

個人的な考えかもしれませんが、様々な感情をくぐり抜け、
自然にフワッと生まれた作品こそ、作者の生の感覚やその人
らしさを感じさせるもののように思います。大変素晴らしく
ても、そういう力が抜けてない作品に出会うと、すごいなぁー
とは思うけどなんだか力づくで納得させられたような気分が
残るように思います。
今回つじさんの作品を通じて人形を通じての表現とは、その
辺の誤魔化しのきかない表現法なのだと、改めて感じました。

クサボン

●●●作者から●●●

クサボンさん、作品へのコメントありがとうございます。今
回の作品はコヤーラ公募展終了に際して公募に出品してくれ
た作家さんたちに伝えたい思いがあり制作しました。それは
「実感」というものの重要性についてです。
「実感」は日々の生活の中で言葉に成らず人の心に沈殿して
いるものだと思います。そしてそれはモノや行為を通じて現
れ世界の現実感を人にもたらす作用があるものです。

私達は作家ですから曖昧な「実感」を作品制作を通じて実体
化し、発表を通じて作品を見てくれた人々の中に、各々の、
新たなる実感を生み出していきます。このようにして世界の
現実感は日々更新されていくわけですね。

しかしながら「実感」が日々の生活から生まれていくことを
考えると機械化、工業化されたモノに囲まれた私たちの生活
において世界の現実感は希薄なものです。そのような日常か
ら離れて博物館などにいくと手工芸に囲まれた昔の人は今の
人よりも濃密な現実感を持っていたのではないかと感じるこ
とがあります。
モノとヒトと世界というものを考察したとき個人的には人形
の今日的な意味というのは手芸的な技法を通じて濃密な「実
感」を回復することだと思っています。そういう意味におい
てクサボンさんのコメントは正確に私の制作意図を言い当て
ているとも言えます。

私もコヤーラの活動をお手伝いし数年たち、公募展作品のレ
ベルの向上以外にも作品を見るレベルも向上したのだと今回
の件を通じて実感しました。公募展は終了しましたが今後と
もお互いの活動を通じて向上していけたら良いですね。

月光社　つじとしゆき

「それからの人形たち展」では、どの作品を
とっても力作が並び、背景や作者の思いは
それぞれに興味深く、紙面では紹介しきれ
ない豊かな内容に満ちてました。
今回はそのなかでも月光社のつじとしゆき
さんの「嫁さんの日常」に強い印象をもっ
たクサボンさんの感想をご紹介したいと思
います。
つじとしゆきさんはテラコッタで 10cm ほ
どの小さな人形を 5点制作。タイトルがな
ければ、小さな子供のさまざまな姿態を描
写したように見えます。しかし実際は心を
病んで引きこもる妻の姿を描いた重い背景
があります。それらの説明を聞いたクサボ
ンさんの感想です。

Doll Rimi（わたべりみさん）
「参加してから 10 年くらいです。はじめは
ビスク中心だったけど、今は人形全体にわた
りどなたでもという感じ。ここ 2，3 年、集
客数も多いし充実していると思います。お人
形関係だったらなんでも揃う。クオリティも
あがりジャンルも広がり、人形関係で欠かせ
ないイベントだと思います」

尾花智子さん（左）
「今回で 3回目くらい。たくさんの方に作
品を見てもらえるのがいいです」
小林久仁子さん（右）
「はじめての参加。すごく対応がよくて参
加するまでに何の心配もありませんでし
た。知っている人が沢山いるし、励まして
くれるのでテンションがあがりました。お
勧めです」

葉さん
「たぶん一番最初から毎回出ています。
主催者の方があまり厳しくジャンル分けし
ないので、素材からぬいぐるみ、本格的な
ものまであって、出展者同士でも気になり
ます。材料も手に入ります。入場無料なの
で新しいお客さんと出会うことができる。
他のイベントとちがって、皆が同じ値段で
同じスペースを借りているので出品者同士
ギスギスしてない。みんな仲良く楽しく
やっています。最初はビスク、レプリカ、
創作人形が多かったけど、最近は動物系が
増えて創作人形が減ったかなあ……。イベ
ント出品が初めての人にはお勧めです」

蔓薔薇人形館（大八木 ミノルさん）
「参加して 10 年くらいになります。お客様
の質がとても良いと思います。お客様に励ま
されることが多いです。他のドール系のイベ
ントより全然違う、お勧めです。
私はドールワールドと一緒に成長した感じ。
最初はおそるおそる出て、そのうちに少しず
つステップアップできました。出展者同士の
情報交換も楽しみです」

ミヤタケイコさん
「主催者からの連絡、郵送物がいたれりつ
くせり。万引き防止の札や宣材の準備、
HP で出品者の紹介を細かくやってくれる
のがいいですね。」

ちゃおさん
「平成 12 年から参加しています。ここは
お客さんと交流ができて生の声が聞こえ
て、とても楽しいです」

ゆきちさん
「4回目の出店。雰囲気が和気あいあいと
していて、人形の制作に関する情報も交換
し合えるし、お客様からじかに感想もいた
だけます」

張り子人形のやまさん
「密度が濃い 2日間。いろんなジャンルの
方がたくさんいて、お客様もビスク好きな
方からいろいろな方に見て頂けるのが魅
力。運営の人はすごく親切。テーブル配置
の希望、配送に関しても細かく、個々への
返事も細やかで助かります」

i-ppo たおかさん
「今回で 4回目。他のイベントに比べて作
家のバリエーションが豊富で見に来られる
かたもとても楽しまれてます。このイベン
トでは新鮮な驚きがいつもあります。ベア
だけのイベントより層が広くて買っていた
だけるファン層がここで広がったと思いま
す。運営の方の気配りが行き届いています」

エコール・ド・シモンチーム
(Dollhouse Noah さん )
「今回で 3回目くらい。（他のイベントと比べ
て）良心的だし、出品料が安いです。設営も
してあるし、布を貸してくれたりカードを用
意してくれて、他にそういうイベントなくて
親切ですね。冬も 2日開催してほしいです」

次回開催は

ドールワールド
リミテッド 2019　
ネイチャーアニマルワンダーランド併催

12 月 8日 ( 日 )  12:00 ～ 17:00
東京都立産業貿易センター 台東館 

創作人形、アンティーク、レプリ

カドールやぬいぐるみ、雑貨や素

材の展示販売

主催　

ドールワールドNAW実行委員会

※出品受付は終了しています。

REPORT

6 月 15 日・16 日　東京都立産業貿易センター台東館

ドールワールドフェスティバル
チーム・コヤーラの計画
～来年からのドールワールドフェスティバ
ルとのコラボレーション～

チーム・コヤーラは昨年の創作人形公募展で区切り
をつけましたが、継続を望む声は多く、次の展開を
模索しています。DWFの方向性に共感することも
あり、2020 年は主催のドールワールドNAW実行
委員会の協力を得て 6月の同じ開催日に同じ会場
の別階で試験的にチーム・コヤーラのイベントを企
画することにいたしました。その後もDWFとはコ
ラボレーションの方法を探りたいと思っています。

髪結い辰乃さん
「今回で 3回くらい。他のイベントは出し
てません。和洋ジャンルをとわず、お客様
が会場ぜんぶを歩いてみて、発見して楽し
んで下さる。コンクールの展示とは違う、
見るだけでなくショッピングの魅力もあり
ますね」

「嫁さんの日常」をめぐって


