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モザイク通信    No.120   April 2021 
 

発⾏︓モザイク会議 議⻑ 森敏美 
モザイク会議事務局︓〒185-0012 東京都国分寺市本町 4-12-4 司アートシティ 104 
モザイク会議ホームページ︓https://maa-jp.com/  Email: maaj@maa-jp.com 
編集／作成︓モザイク会議運営委員会 
                                                                                                                                                                                                            

 
 

 令和 3年度の定時総会も中止です  
 

会員の意見を交換する貴重な場ですが、ウィルス感染状況がよろしくありません。 

残念ですが、去年に続き今年も中止することになりました。 

 

総会議題 

〇2020年度会計報告（作業が遅れています。後日郵送します。） 

〇2021年度予算案（作業が遅れています。後日郵送します。） 

〇2020年活動報告：運営委員会 4 回開催。モザイク通信 4 回発行。 

〇2021年活動予定：ネット利用の促進。以下に記載。 

 

ネットの利用を進めることを今年の課題にしようと思います。 

 

１）ZOOM ソフトを利用してリモート会合の促進 

会合に直接参加できる人は今まで通り参加し、遠距離などの理由で会場に来られない人はズームを

使って参加できたらいいなと考えています。 

 

２）次号モザイク通信 121 号からメールか郵送で配信 

 あらかじめ運営委員会で把握しているメールアドレスに問い合わせのメールを送ります。 

  そこでメール添付かプリント送付か返事をいただきます。確認の取れなかった⼈には郵送します。 

 みんなの意⾒を聞きながら、連絡事項のメール配布も試みていこうと思います。 

 ただし希望の⼈には、プリントを郵送します。担当は島。 
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３）ZOOM による臨時リモートミーテイングを開催 

  5月 23日（日）午前10時から 30分間 

   ID: 785 8569 7869 パスコード：Z2LasQ 
   議題： フィラデルフィアモザイク協会との交流について意見交換 

     シカゴでのモザイク展紹介 

      みんなの近況報告 など   

   このミーテイングは、あくまで試しなので、ZOOM を使える人だけの自由参加です。 

 

４）あざみ野展覧会のネット配信も検討 

 ビデオで録画したものをモザイク会議の HP で公開するという方法で。 

 

５）9 月のあざみ野の展覧会で「あれこれ試しました」も同時開催 

 通常の「モザイク展 2021」会場内に間仕切りをして、「あれこれ試しました」作品を展示します。 

 
 
 

「モザイク展 2021」新審査員  
今年の審査員は藤原えりみさんと藤井雅実さんです。藤井さんは今年からですので、ここにご紹介です。 
 

藤井 雅実 
 
芸術哲学研究 
 
1980 年代前半、東京で哲学者デリダの論⽂名を冠した「画廊パレルゴン」を主
宰。ポストモダン・シーンに応じた企画・批評を展開。1984 年、同画廊での企
画を纏めた編著『現代美術の最前線』出版。芸術〜⽂化論の執筆・翻訳、講師
などで活動。CD-ROM『RMN デジタル・アートセレクション』シリーズ監
修・解説、他。2016 年、⼈⼯知能美学芸術研究会共同発起⼈。 

 
近著：「〈外〉への共振−哲学と芸術の限界とその〈外〉」（『Search&Destroy』東京造形⼤学）、
「AI は死の欲動を実装できるか？」（『⼈⼯知能美学芸術展 記録集』⼈⼯知能美学芸術研究会・
編）、「特異像（シンギュラル・イメージ）としての絵画−−＜外＞の／への私的⾔語の享楽」（『21
世紀の画家、遺⾔の初期衝動 絵画検討会 2018』⾼⽥マル・編）。 
 
太古から、様々な文明で、絵画や彫刻などと共に様々に展開されていたモザイク。絵画のようにあるイ

メージを表現する時にも、一つ一つが独立した小片＝テッセラが寄せ合わされることで、個々のテッセ

ラの質感やその配置の効果も美的効果に強く働きかける。描かれたイメージと、それを形作るテッセラ

の効果とが重層＆重奏して、普通の絵画や彫刻とは異なった深みを与えるモザイク。その重なりが開く

モザイクの未開の森から、どのような新しい景色が喚び出されるか楽しみです。 
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 新会員の紹介  
尾形 草⼦か や こ  

佐賀県在住。ものづくりが好きで大学で美術を学びました。 
小さなかけらをつなげて作るモザイクに魅力を感じ創作しています。 

多くの人たちのモザイクに触れたいと思い入会を希望しました。 

よろしくお願い致します。 

 
 
なかの 雅章 

 
とんぼ⽟・ミクロモザイク作家 
とんぼ⽟とミクロモザイク海津屋主催、株式会社海津屋代表取締役 
⼀般社団法⼈⽇本ミクロモザイク協会代表理事 
北区伝統⼯芸保存会会員、東京都⽴橘⾼等学校 とんぼ⽟技術指導市⺠講師 
「ビーズグランプリ」「東京都伝統⼯芸品チャレンジ」「ものづくり・匠
の技祭典２０１６」などでの受賞多数 
 

学生時代から手仕事が好きで、ジュエリーの学校へ通ったのですがその授業の一環だった「とんぼ玉」出会

い、その色どりに魅せられ、いつしか仕事になりました。 
とんぼ玉の技術の中でも特に好きなことが「ムリーニー」と呼ばれる金太郎飴のように溶けたガラスを重ね

て細く伸ばして模様を描く技術。特に顔や骸骨、金魚、建物など具象的な形を作ることでした。 

その作品を目にしたお客様との出会いから、ミクロモザイクの世界へ。 

調べ出すとこんなにも華々しいイタリアの歴史があるにも関わらず、日本にはほとんど確たる資料も技術も

入っていない。そうしてローマに飛んで職人探しから始めました。 

全くイタリア語も話せない状態で、探し当てた職人さんに会うたび自分のガラスの作品を見せ、ミクロモザ

イクを作りたいこと、全く何もわからないことを伝えながら、何度も足を運び本場の技術を研究。 

日本のガラスをモザイクに使うにも、様々な工夫が必要なこともあり、日々研究を重ねながら、「こんなに

も面倒で、こんなにも楽しい仕事」に出会えたことに喜びを感じています。 

 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 会員の近況報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

「春から⼤学⽣です！」 
碧 亜希⼦  

 こんなタイトルで貴重なモザイク通信の紙⾯を割いて良いのだ
ろうかと、書き始めた今も⼾惑っているが、寄稿のご依頼と掲載
の許可をいただけたということは良いのだろうと覚悟を決めて綴
ってみる。 
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 タイトルの通り、来たる４⽉からとある芸術⼤学の空
間演出デザインコースに編⼊することにした。私は 20
歳前後で、旧教育学部の美術部⾨の名残のような⼤学の
ゼミで鉄の彫刻を専攻し、卒業制作を⽬前にしてシチリ
アでモザイクと出会い転向し、卒業とともに、その⼟地
の原始美術に感銘を受けたギリシャへ⾶んだ。アテネの
美⼤や⼤学でモザイクと考古学を学び、その流れで現地
のイコンモザイク⼯房にご縁がつながり、約 10 年、職
⼈としてギリシャ正教会の聖⼈たちのモザイクを製作し
た。 
 
 ギリシャの経済危機が遠因となり約 10 年前に⽇本へ
本帰国して、モザイク制作を続けたかったので作家に
転向した。⽇本でのイコンモザイクの需要の無さを⾝
に沁みて感じ始めたのが２年⽬くらいだったか。それ
と同時に、⽇本でモザイクを作るとはどういうことだ
ろうかと考え始めた。 

 
 ⽇本に残っている⼤規模なモザイク壁画を⾒ると、私には唐突感を覚えるものが多かった。歩いて
いると、思いもしないところに四⾓く切り抜かれたように突然ある。当然のことながら、ギリシャや
イタリアのモザイクをそのまま⽇本の空間に持ち込んでも、ほとんどの場所では違和感しかないだろ
う。しかし、彼の地の建築物や空間とモザイクとの良好な関係性を求める感覚は、壁画や天井画に限
らず、オブジェやタブロー作品においても、⼈間が⽂化的に暮らす空間であればどこへでも⼤いに持
ち込んで良いはずである。
 
 それに、呼び名は変われど⽇本にも⼟地の⾵⼟に根付
いたモザイクはあった。私が幼い頃、屋敷の⼟間には那
智⿊⽯がリズムよく叩き込んであり、⽬に楽しい装飾で
あると同時に、舗装機能も果たしていた。また、近所の
寺にはセンという⽡を並べた鋪地も景⾊と調和してい
た。近代の⽇本が⻄洋からモザイクを輸⼊する以前か
ら、モザイクが調和する⼟壌はあったのだ。 
 
 ⽇本でモザイクを作るとはどういうことだろうか。所
変われば空気も光も変わるので、制作を続ける中で何度
も湧き上がってくるこの問いに、京都での２年連続の個
展開催が転機を与えてくれた。会場のラ・ネージュ（京
都伏⾒）は、天井が⾼く、床⼀⾯に⽩い⼤理⽯が張って
あり、⾃然光の⼊る真っ⽩な空間だ。ここはいわゆるギ
ャラリーではなく、『同時代の茶室』である。貧富や地

 ＜写真２＞ 

 ＜写真１＞ 
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位の垣根なく、その時々の最先端のアートをその時々会した
⾯々で愛でて語り合う。そんなコンセプトのもとに、亭主が
客⼈を迎え⼊れる。ここで展覧会をするとは、その茶室を
『しつらえる』ことと同義だった。 

 
 １年⽬は、普段通り『１作⼊魂』、『展覧会に出すと同時
に私の⼿を離れ、あとは⼀⼈歩きして⾏くもの』といった気
持ちで、空間から独⽴した１点物をアトリエで黙々と作った
ものの中から、会場に合うだろうなと思う作品を亭主と⼀緒
に選んで展⽰した <写真１>。２年⽬は、あの会場のあの場
所にこういうのが『必要だ』と思ったものを制作した <写真
２、３>。 

 
 ２年⽬に覚えたこの『必要だ』という感覚が、『⽇本でモ
ザイクを作るとはどういうことだろうか』という問いを『今
与えられた場所でモザイクを作るとはどういうことだろう
か』へと明確な問いに変え、その答えへのひとつの⽅向を⽰
してくれた。そして、１点１点の制作に没頭してきた⾃分に 
は、ぐいっと視野を広げる必要性も感じた。 

 
 独学ではまた偏ってしまうだろうと悩んでいたら、『今こそ学ぼう、わたしたち。』と、Facebook
で広告が繰り返し表⽰される通信教育制の芸術⼤学。よくよく⾒ると、何かとご縁のある京都。卒業
までの学費が、コロナ禍でいただいた持続化給付⾦とほぼ同額。テニス肘を治すために⼿を休ませる
のにも好都合。聞くと知⼈の多くが卒業⽣で、良い情報がいくらでも⼊ってきた。無料体験授業を受
けた後は、⼊学を決⼼するまで早かった。 

 
 その決⼼と同時期に、奈良の室⽣寺近くにあるギャラ
リー夢雲さんから、知⼈を介してタイルモザイク施⼯の
ご依頼をいただいた。オーナーの⽅が以前から
Facebookを通じて私の作品を気に⼊っていたそうで、
私もそのギャラリーの素敵な雰囲気は Facebookでよく
拝⾒しており、⼀度訪れたいと思っていた。施⼯箇所は
⼿洗い内のシンク周りの広い台。⻑年の頻繁な使⽤によ
り桜の台板が傷んできたので、修理と防⽔を兼ねて、私
の作る⾬粒タイルで覆った ＜写真４＞。元々あったど
っしりとした雰囲気に、障⼦から透けたような光と朗ら
かさが加えられた、よい結果が得られた。この施⼯は規
模こそ⼩さいが、その空間が必要としているものを提供
できた清々しさがあった。 

 ＜写真３＞ 

 ＜写真４＞ 
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 この春から⾏く⼤学には社会⼈⼊学が多い。様々な⼈と出会い、⼩規模建築やインテリア、プロダ
クトデザインやブランディングなどを中⼼に学び、『開かれた状況や空間に在る』ことを前提とした
アートの在り⽅を考えたい。 
 
 清々しい施⼯で幸先の良いスタートを切れたと思う。私の⽣み出すアートの今後に幸あれ。 

 
 

 

 フィラデルフィア・モザイク協会︓交流の提案
 

アメリカには全国規模のアメリカ・モザイク協会 SAMA の
他にも地域に根ざしたモザイク団体もあり、その⼀つが今
年創設 10周年を迎えるフィラデルフィア・モザイク協会
Mosaic Society of Philadelphia（略称MSoPエムソップ）

です。フィラデルフィアが中⼼ですが、ペンシルバニア州、近隣のニュー
ジャージー州、メリーランド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ワシン
トン DC など広域が含まれます。 
 

昨年ペンシルバニア州に引っ越してから MSoPに⼊会しま
した。ブラック・ライヴス・マターが活発になった頃で、会
⻑から連絡があり、多様化委員会を設置したいと誘われ委員
の⼀⼈として、⽩⼈が⼤多数を占めるモザイク界を多様化で

きるように様々なコミュニティーにモザイク作りを紹介する活動などを計
画しています。また、他のモザイク団体との交流も検討しており、⽇本の
モザイクには⾮常に関⼼が⾼いので、交流の提案です。ミニモザイク交換
を⽇⽶間でやるのはいかがでしょうか？ 
 

ミニモザイク交換会は MSoPの定例会議（昨年から Zoom
で実施中）で恒例の参加型プログラムです。毎回テーマがあ
り、参加希望者はミニモザイク（10cm四⽅程度が多いです
が、形もサイズも⾃由）を作成し、会議でシェアして、交換

します。現在は Zoom会議のため、郵送するので郵便受けに届くたびにワ
クワクして楽しいです。 
 

ちなみに、これは「作品」と構えるよりも「ちょっとやって
みました」という感じの気軽なものです。有志の参加者には
プロの作家から初⼼者まで含まれます。MSoPサイトでミニ・モザイクが⾒られます。
http://www.mosaicsocietyofphiladelphia.org/artist-trading-cards  
ご意⾒などございましたら、是⾮お知らせください。（⽊下 綾） 

コロナ前↑と現在↓ 


