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41 号〆切　2020 年 2 月 1日（必着）

未完の展示、《ウラノス・ロータス・ウラニウム》の話

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
41 号　2020 年 3月 1日　42 号　2020 年 6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。
41 号へのDM同封対象は 3月初旬から 5月中の展示会期です。

第 9回クラフトアート創作人形展
（クラフトアート人形マッチングコンクール本審査会場）
東京会場： 2020 年 1 月 26 日 ( 日 ) ～ 2 月 1日 ( 土 )
東京交通会館ゴールドサロン
大阪会場： 2020 年 3 月 25 日 ( 水 ) ～ 3 月 30 日 ( 月 )
阪急うめだ本店 9階アートステージ
主催　クラフトアート人形コンクール実行委員会　
〒 604-8221　京都市中京区錦小路通室町西入天神山町 280 石勘ビル４F

株式会社マリアパブリケーションズ内 TEL 075-600-2164

3・6・9・12

2019 年の 9月後半、個展「２００４－２０１９」を六本木のス

トライプハウスギャラリーで開催した。過去の作品と 2015 年の

個展以降の近年の成果を並べた展示だ。２００４とは東京都現代

美術館「INNOCENCE- 球体関節人形展」が行われた年だが、私に

とっては会社員を辞めた年でもある。これまでの制作を一区切り

するなら、始まりはやはり 2004 年だったと感じている。

　個展を振り返っての拙文を掲載させて頂くことになったが、文

章量も時間も多く必要なため、ここでは展示した謎の未完成作品

《ウラノス・ロータス・ウラニウム》の断片的な説明を試みて「予

告編」のようなものにしたいと思う。

　ウラノスとは太陽系の第７惑星「天王星」、ロータスは蓮、ウ

ラニウムはウラノスの名前を持つ天然の核物質だ。「ウラノス」

については西洋占星術の話となる。天王星は突発性の破壊・革命・

災害・奇跡などを象徴する星だ。84 年で太陽の周りを１周し、7

年ごとに 12 星座のサインを順に移動する。「２００４」年にこ

青山恵一著『人形気分』を発行しました
『DOLL FORUM JAPAN』に連載していた「人形気分」を中心とする
エッセイ集。著者は人形専門骨董商として長く京都で活躍し、創作
人形の紹介と普及にも尽した昔人形青山／ K1 ドヲルの店主。
編集　青山恵一追悼本出版実行委員会
イラスト　竹内淳子 
発行　マリアパブリケーションズ
価格　1,980 円（税込）
販売店：昔人形青山、珈琲舎・書肆アラビク、乙女屋、ノンクプラ
ッツ。Amazon からも購入できます。

特別寄稿

文　井桁裕子

ドールワールド・リミテッド
＆ネイチャー・アニマル・ワンダーランド
2019 年 12 月 8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 2-6-5（浅草寺「二天門」より隅田川方面へ歩い
てすぐ）
主催　ドールワールドNAW実行委員会
TEL　090-4541-5634（担当 小川）
創作人形、アンティークドール、ぬいぐるみから制作材料まで。
コヤーラ・クラブの出品者：DOLL RIMI、たっきー、蔓薔薇人形館、
風らい坊、ゆきち、葉、ほびっと工房ほか
他にも、オカムラノリコ、ミヤタケイコ、コリスミカ、Dollhouse 
Noah、HARU BEAR など人気プロ作家の参加が増えています。
チーム・コヤーラも出品します！　ブースNo. Ｈ８

訃報
さとうその子さん
2019 年 9 月 15 日逝去
略歴　1948 年生まれ　女子美術短期大学・造形科卒業
夫の銅造形作家赤川政由（BONZE）氏と BONZE 工房を設立。
人形、イラスト、野外立体彫刻、壁画などで活躍。
オーガナイザーとしてもグル
ープ展を多数企画。
画像は昨年のMISOROGI 人形
展出品作品。のびやかで自由
なフォルム、色使いで楽しい
作品を制作されました。
心より謹んでご冥福をお祈り
いたします。

コンクール出品者
＜両会場＞余詩穎、じゅな、haruhi、Shion、出口典子、上條未有、真木環、十川ユリノ、
福丸亜矢、緋緒、shiro
＜東京＞齐敏达、銀鈴屋、月代葉、西島礼子、吉本睦美、ほびっと工房、坂田ノボル、月夜
野いん子、たっきー
＜大阪＞船本雅友美、竹田扇壽、fujito craft、鈴雪、反町由紀、巌実、sakoooo、穹隅ナンナ、
megu、中村利代子、清水紫桜、羊毛ドールポチシュナ
全 32 名（初出展 19 名）

Doll Forum Japan取材スライド捜索プロジェクト
2020 年 1月 18 日（土）午後 3時～午後 7時　予約不要
会場　ノンクプラッツ
東京都東村山市久米川町 3-27-57　TEL 042-395-7547
主催　羽関オフィス
コヤーラ会員　会費 1000 円　一般の方　会費 1500 円
DFJ 時代に取材した初期のスライドを 1時間ほど上映し、掲載記事
を羽関チエコが解説していく会を試みとして開催します。
その後は自由な質疑応答、おしゃべり。ワインやソフトドリンク、
軽食をご用意いたします。持ち寄り歓迎。どなたでもどうぞ。

の星が魚座に入って 7年が過ぎ、次の牡羊座に移動した運命の

日が2011年 3月 11～ 12日。あの東日本大震災の日だったのだ。

魚座は混沌、牡羊座は始まりを意味するという。そして 2019 年

も牡牛座に星が移動した年だが、やはり特別な１年だったと思う。

　そしてウラニウムに関して。私が育った江東区の埋立地・夢の

島には、米国の水爆実験にあい被爆した「第五福龍丸」の展示館

がある。日本中を震撼させたビキニ事件は私の生まれる前のこと

だが、その恐怖は強く意識に刻まれている。久しぶりに展示館に

行くと、のちに和歌山の海中から発見されたエンジンがここに保

存されているのを知り興味を惹かれ、今更ながらこの事件につい

て学び始めた。生存者の大石又七氏のご著書「ビキニ事件の真実」

には詳細な資料があった。1955 年、日本政府は、この事件を強

引に幕引きさせるのと引き換えに、米国から原子力技術と濃縮ウ

ランを手に入れた。悲劇を逆手に取ったこの裏取引で、今に繋が

る原発事故の種がまかれていたのだ。11 歳の時に夢の島で見た

井桁裕子個展　2004-2019　2019 年 9 月 17 日（火）～ 30 日（月）ストライプハウスビルM、Bフロア

「ウラノス・ロータス・ウラニウム」(2019)



赤い靴の兄貴

 珈琲舎・書肆アラビク　店主　森内憲

長屋で本と珈琲の店をしようと思うのです、と言ったわたし

に作家の井桁裕子さんが、休刊する『ドール・フォーラム・ジャ

パン』のバックナンバーを取り扱わないか、と打診してくだ

さったのだ。

2007 年。当時は府中にあった「ノンク・プラッツ」で編集

長の小川さん（羽関さんだ）とお会いし、バックナンバーを

読み、これは残さなければならない資料だと確信し、取り扱

いと、人形作家の紹介を依頼した。人形の知識はなかった。

「京都の骨董屋さんで喫茶と人形を扱っている青山さんとい

うかたがいて、DFJ にも連載をされています」と小川さんに

勧められ、目を通せる限りの「人形気分」を読んで青山さん

を訪ねた。自己紹介をすると「休刊すると聞いたときは残念

やったけど、バトンを受け継ぐ人が出てきたんやな、と思い

ます」と言われ、これは重大なことに関わってしまったな、

と思った。そういう、人をどぎまぎさせる言い方を心得てい

た。展示にお運びいただいたときも「人形は上手に飾らない

ほうがええんです。お客さんが連れて帰る気にならへん」な

どと仰る。

その帰り際、「こないだ君、赤い靴はいてきたやろ。今日は

僕も赤い靴やねん」とスニーカーの足を上げての笑顔。疲れ

た様子でカウンターに手をつき、「ぼくもこれからまだまだ

頑張りたい。何かあったら連絡してもいいですか？」とこち

らを見つめる眼。勝手にお兄ちゃんのように思っていたけれ

ど、そんなことを言うのはおそれ多い。

訃報を受けた時は、泣きながら珈琲を淹れた。淹れながら「ま

だまだ頑張りたい」という青山さんの気持ちを受け継ぐこと

に決めた。

『人形気分』は頁数の都合ですべてを収められなかったけれ

ど、足をひょいと上げる軽快さと、「頑張りたい」という前

向きな気持ちとを備えた本になったと思う。

9 月の追悼展で昔人形青山ギャラリー
K1に納めた『人形気分』。
中庭の小便小僧は健在です。

追悼本発行実行委員会　顛末記
羽関チエコ

　私が発行していた『DOLL FORUM JAPAN』で「人形気分」を連載し
ていた昔人形青山の青山恵一さんが亡くなられたのが 2017 年 9 月 6 日。
公表はされなかったので、偶然 1 ヵ月後に訃報を知った私が大阪のアラ
ビクの森内憲さんに知らせました。献花に賛同する有志をまとめるため
に連絡を交わしているときに、森内さんから追悼本やイベントのアイデ
アが発せられ皆賛同しつつ、その後は仕事に流され、はっきりした実行
プランに発展しませんでした。
　翌春、ある作家からの問い合わせをきっかけに奥さんの竹内淳子さん
に連絡をとると、体調を崩しながら昔人形青山の K1 ギャラリーの委託作
品の返却作業をお一人でされている難儀な状況を知りました。作家の連
絡先や記録は青山さんが管理していたので、それを探し出すことも一苦
労のようでした。そこで私が連絡係と梱包の応援を申し出ると、すぐに
大阪のアラビク、乙女屋の藤林美保さん、京都のマリアパブリケーショ
ンズの高野明子さん、青山さん夫妻と旧知の石田百合さんらも呼応し、7
月の真夏日、皆で一緒に作業することになりました。1 日で作業は終了し、
打ち上げをしながら皆で追悼本発行の希望を改めて確認しました。
　創作人形を本やカフェの文化とともに愛し育てる姿勢は「昔人形青
山」と「珈琲舎・書肆アラビク」は共通しています。青山さんの精神を
後継すべく、大阪の森内さんが追悼本の呼びかけ人となったことはあり
がたく、彼以上の適任者はいないと思いました。しかし現実的には、大
阪の観光スポット中崎町の人気店でもあるアラビクのカフェ営業とギャ
ラリー企画を抱えてプロジェクトを同時進行させるのは多忙を極めます。
とはいえ私も含め他の実行委員も予定を抱えて忙しく、予算集めにクラ
ウドファンディングに取り組む話も浮上しましたが、計画は頓挫を繰り
返しました。その状況で進行管理を務めたのは乙女屋の藤林さんでした。
彼女の献身がなければ予定どおり発行はできなかったと思います。
　掲載内容は DFJ の「人形気分」が中心になるという方針が立ったので、
主な原稿は私が用意しました。オリジナルのデータは収集不可能だった
のですが、偶然 DFJ の全バックナンバー誌面を文字検索できる PDF デー
タにしたばかりだったので、なんとか原稿を揃えることができました。
原稿を読み返しながら、人形を通して人間を鋭くあたたかく観察した青
山さんの視線と洒脱な文章の魅力を改めて認識しました。
　その後は印刷や配本の管理でマリアパブリケーションズの高野さんが
しっかりバトンを受け取り、青山さんの三周忌にきれいに仕上がった本
を納めることができました。
　予算面では竹内さんの全面的協力から昔人形青山の市松人形コレク
ションをアラビクで展示した「昔人形気分展」や、三周忌の 9 月に
昔人形青山で開催した発行記念展で太山レミさん、山吉由利子さん、
Dolllhouse Noah さん、てらおなみさん、藤本晶子さんなど協力（強力！）
出品を頂いたことでイベントと本の売上からこのプロジェクトは赤字に
ならずに済みました。このプロジェクトに協賛・協力してくださった皆
様に感謝いたします。
　昔人形青山は今は竹内淳子さんが店主として営業をされ、今回の縁を
きっかけに、マリアパブリケーションズの高野さんもイベント企画の会
場として利用されるそうです。
　青山恵一さんが関西に撒いた創作人形の種は元気に育っています。

昔人形青山　青山恵一さん追悼本

『人形気分』発行プロジェクトを
ふりかえって

第五福竜丸の原体験は、時間を超えて「加速する私たち」と繋がっ

ていた。私は、朽ちかけたエンジンが船の心臓だと感じた。友人か

ら聞いた、19 世紀英国ロマン派の革命詩人シェリーの火葬されて

も焼けなかった心臓を思ったのだ。私はこの「心臓」を制作できな

いかと考えたのだが、それは簡単なことではなかった。

　最後に蓮。モデルを務めて下さる「ゲージツ家クマさん」こと篠

原勝之氏は、蓮を育てているのだ。「クマさん」は 2012 年の「加

速する私たち」の向き合うものを「爆風」と鋭く見抜いた。2015

年の「片脚で立つ森田かずよの肖像」の展示でも来場されて展示会

場を賑わせていただいた。2年半の苦労が報われた幸せな瞬間だっ

た。

　その後、私は第五福龍丸のエンジン「船の心臓」は作れないまま

だったが、天王星が牡羊座から牡牛座に移動する前に、宇宙のウラ

ノスと地表に掘り出されたウラニウムが呼び合った怒りの地上をヒ

トガタで表現しておきたいという思いが募った。篠原氏の自伝

エッセイ集「骨風」を読んで、私はこの人ならば、怒りも暴力も

芸術も孤独も出会いも、生きることの全てを体現できる存在だと

感じた。誕生日は牡羊座、まっすぐな意志、燃える炎の人だ。さ

らに私は解剖学の権威・三木成夫の「生命形態学序説」に出会い、

植物にとっての太陽は動物における心臓であると知った。植物と

宇宙の関係を作品に取り入れたい。そう考えるともう蓮しかない

気がした。

最低限のことだけを書こうとしたが話が長くなった。《ウラノ

ス・ロータス・ウラニウム》はまだこれから本格的な造形が始ま

るところで、技術的に模索する部分も多い。大きな作品はもう

無理と言いながら、結局こういうことになってしまった。Work 

in progress を目撃して下さったご来場の皆様、応援頂いた皆様、

心より感謝いたします！！

「ウラノス・ロータス・ウラニウム」桐塑、石塑 (2019)

「片脚で立つ森田かずよの肖像」桐塑、石塑、羊毛、油彩 (2015) 「Doll of battle ruins」　桐塑 (2005)「私にしか見えない」陶 (2019)
舞踏家の最上和子をモデルに制作されたこの作品は、来春ドーム映像
作品に登場する予定。監督は「HIRUKO」でMacon Flim festival で長
編ドーム映像賞を受賞した飯田将茂氏。

左「枡形山の鬼ー舞踏家・吉本大輔の肖像」桐塑、石塑、獣毛、油彩（2007）
右「加速する私たちー舞踏家・高橋理通子の肖像」桐塑、石塑、油彩 (2012)


