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モザイク通信    No.124   March 2022 
 

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 
                                                                                                                                                                                                            

 

2022年企画展のテーマ 
 

2022 テーマ展のテーマが決定しました！ 
「⾊からの連想」です。 
☆応募要項と詳細説明は別途郵送致します。 

 
展覧会情報： 2022年11⽉21⽇(⽉)〜26⽇(⼟)  <6⽇間> 

ギャラリー檜e・F 
〒104-0031東京都中央区京橋3-9-2宝国ビル4F 

 
 

2022年定例総会 

 
本年の定時総会の⽇時が決定いたしました！ 

 
2022 年 4 ⽉ 24 ⽇(⽇)午後 1〜5 時 

渋⾕勤労福祉会館 
☆来場出来ない⽅は zoom でリモート参加出来るようにする予定です。 
 ID とパスコードは 4 ⽉中旬にメールでお知らせします。 
 
『総会議題』 
☆2021 年度会計報告と 2022 年度予算案は当⽇、配布いたします。 
☆運営委員の構成変更について 
☆モザイク展 2022 について 
☆2021 年度活動報告： 

2021 モザイク展(展⽰をユーチューブ配信)、フィラデルフィア・モザイク協会とのミニモザ
イク交換会、運営委員会 4 回開催、モザイク通信 5 回配信(122 号よりメール配信)など 

☆2022 年度活動予定:モザイク展 2022 など 
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「そうだ、土の家を作ろう！」 後編   
 
瀧⼭⼀弘 エーティ・ファクトリー株式会社代表取締役社⻑ 
 
さて、皆様がお使いの⽯、ガラスなどに⽐べてモザイクの歴史にはほとんど登場しないタイルです
が、⽇本でのタイルの歴史もなかなか興味深く、欧⽶のそれとは違う展開ではありますが、⼀時期
は建築仕上げ材の上位に君臨していました。しかし、残念ながら今や新建材などに変わり、住宅で
はほとんどタイルが使われなくなってしまいました。現在、いわゆる「町のタイル屋さん」はキビ
シイ状態であることは否めません。⾼齢化して「野丁場」の⾜場に登れない元気なベテラン職⼈は
まだまだいます。引退、転業、廃業する前になにか出来る事はないでしょうか？ 
  
それならタイルを張る場所を作ってしまえ！と考えたプ
ロジェクトを札幌でスタートさせました。 
それは「アースバッグ」と⾔われている、⼟を積み上げ
て作る建物です。30年前、イラン⼈建築家ナダー・カリ
リ⽒が⽇⼲し煉⽡、⼟などを使った古代中東の「アド
ビ」建築を現代の建築法を応⽤して「スーパー・アド
ビ」として進化させ、カリフォルニアで始まりました。 
  
 
主な建材は⼟。それをセメント、消⽯灰などと配合し、チューブ状のバッグに⼊れて積み上げてい
きます。基本的なカタチはカテナリー曲線を描いたドーム型で、安定した形状なので耐震性にすぐ
れ、駆体は⼟なので耐⽕性にも期待出来ます。⼟から出来たタイルとも相性は抜群にいいので、内
外装にタイルを施⼯している例が数多くございます。⾒た⽬はシンプルな建物ですが、形状、仕上
は⾃由⾃在。これからのサスティナブルなエコハウスとして可能性を感じています。また家だけで
はなく、擁壁、ベンチ、花壇、あらゆる物に応⽤が可能です。⽇本では「⽇本アースバッグ協会」
が熊本に設⽴され、そこでアースバックビルダーの養成スクールが開催されています。2020年の10
⽉に私も参加して勉強してまいりました。 
  

岡山・吉備高原のアースバッグ＠はれまに 仕上げにはタイル、石、煉瓦などを使用＠日本アースバッグ協会 

札幌で「土の家プロジェクト」を始動 
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お世話になっている札幌在住のタイル屋さんと江別在住の彫刻家兼タイルアーティスト、原⽥ミド
ー⽒に紹介したところ「作ろう！」と⾔うことになり、⾊々な準備を経て⼟地も提供頂き、練習を
兼ねたモデルドームの着⼯が去年5⽉から始まりました。意外にも⼟の選定に1ヶ⽉ほどかかりまし
た。アースバッグには⾚⼟が必要です。札幌はもともと海だったので⼟が泥炭⼟や⿊ボク⼟。建設
地の⼟も⿊⼟でドーム建設には適しません。やっと当別市の⼭奥で粘性⼟の⾚⼟が⾒つかり、テス
トを重ねて合格ライン。さらに2ヶ⽉をかけて基礎が完成して、8⽉から積み上げを開始。現在4段
⽬まで積み上がりました。 
 

 
 
寒冷地故、凍結深度や積雪荷重などクリアする課題も多々あるので、2級建築⼠受験以来、30年ぶ
りに建築法令集を買って勉強中です。今回はRC造の柱も⽴てるので配筋なども必要です。やり始め
て⼟だけではない建築の知識全般が必要だと痛感しています。完成予定は今年の夏。⼤⼈の⼟遊び
の秘密基地と⾔われそうですが、なんでも楽しく、そして可能性を信じて。 
 
エーティ・ファクトリーのホームページ： 
https://www.art-tile-factory.com/index.html  
https://www.art-tile-factory.com/info/welcome.shtml 
 
 
 

「壮観！ナゴヤ・モザイク壁画時代」のトークイベントを終えて 
 
森上千穂 
 
去る１⽉２９⽇、ＩＮＡＸライブミュージアムの「⼟・どろんこ館」で、開催中の企画展「壮観！
ナゴヤ・モザイク壁画時代」のトークイベントがありました。企画展には、これまでに何度も訪れ
た、名古屋市内のモザイク作品がたくさん取り上げられています。今回、壁画情報を提供するお⼿
伝いをしたことからトークイベントも引き受けることになり、普段やっている「モザイク壁画ツア
ー」を、写真でやってみるのはどうだろう？と思いました。 

札幌でのアースバッグプロジェクト製作過程 
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「モザイク壁画ツアー」というのは、「モザイク壁
画を頼りに街を歩く」という街歩き企画です。私が
モザイク壁画に夢中になったきっかけは、ある作品
が⾒られなかったショックからでした。「今ある作
品もいつか⾒られなくなるかもしれない。今あるう
ちにみんなで⾒よう！」と、２０１４年に名古屋の
ＮＰＯ団体の主催で開催したのが最初です。このこ
ろ、名古屋の中⼼地である栄地区周辺には、２時間
くらいで歩いて回れる範囲に、モザイク壁画が７〜
８作品ありました。１回のツアーでは、そのうち５
か所ほどを⾒て歩きます。コースを考えて施設に⾒

学をお願いしたり、当⽇配る資料を作ったり、各作品の前で壁画について１０分位喋ったりするの
が私の役⽬です。今はお休みしていますが、２０２０年までに計１４回、延べ２００名ほどの⽅々
とご⼀緒しました。普段は⽴ち⽌まって⾒ることの少ないモザイク壁画をじっくり眺めたり、モザ
イクのある街の景⾊にご⾃⾝の想い出を重ねたり、参加された⽅が⾃由にその時間を楽しんで下さ
ればいいなと思っています。 
 
トークイベントは約１時間でした。過去の壁
画ツアーの様⼦や、橋村さんと⼀緒に⾒た、
覆っていた壁を取り払った後のホテルナゴヤ
キャッスルのモザイク、⼤垣市役所の壁画移
設の様⼦や各地の⽮橋作品、企画展の記念冊
⼦には載っていない作品もと、私にとっての
お宝写真を１００枚近く選びました。ちゃん
と話せたのかどうかは怪しいですが、参加し
てくださった⽅の中には顔⾒知りの⽅も多
く、アットホームな雰囲気だったことが何よ
りありがたかったです。 
 
 

壁画ツアーの回を重ねるうちに、調べること⾃体が趣味になっ
たような気もします。⼀つの作品を調べている中で別の作品の
存在を知って胸が躍ったり、出先で思いがけずモザイク作品を
⾒つけて「呼ばれた？」と思ったり、興味はまだまだ尽きませ
ん。それをどんなふうに伝えられるか、今も探っているところ
です。 
 
ＩＮＡＸライブミュージアム関連サイト： 
https://livingculture.lixil.com/information/ilm/-no260/ 
 

CBC 会館見学の様子 

トークイベント中 

ホテルナゴヤキャッスルのモザイク ［下絵：脇田 和］ 
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デザートマウンテンのタミー・リンチ・フォレストのモザイク 
 

タミー・リンチ・フォレスト Tammi Lynch-Forrest モザイク作家 
 

アリゾナ州フェニックス市在住。⼤学で美術を学んだあと、数か国でモザイクの

勉強を重ねる⼀⽅、⾃国ではモザイクを教える⽴場でワークショップを開いてい

る。地元および国際的な場で作品を発表している。特に気を配っているのは⾃然

への愛をモザイクに反映すること。 

 

 
 
アメリカ、アリゾナ州スコッツデール市
（Scottsdale）、トント国⽴公園の⼭中にある
The Ranchに私が作成したモザイクの壁が完成し
ました。サグアロフォレストのハイキングコース
と乗⾺厩舎の⽬⽟となるオブジェになりました。 
 
ハイキングコースの拠点のあるソノラ砂漠に触発
されて、砂漠の昼と夜をモザイクに描きました。
このハイキングコースの⻑さは 32km。モザイク
の壁はその出発点近くにあります。モザイクに
は、⼿作りのセラミックタイル、再⽣ガラス、現
場近くで集めた⽯を使いました。 
 
壁の⻑さは 30.48メートル、最⾼点の⾼さは 2.4
メートルです。設置も含めて アシスタントな
し。 すべてのタイルのカット、作成、設置を⾃
分で⾏いました。⼀⼈のアーティストが何を成し
遂げられるかを⽬標に掲げて、⾃分ひとりでやろう 壁画を設置する前と後 
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と決めました。制作は現場での直張りで、⼀枚ずつ丁寧に張っていきました。ピースの合計は
68,000個以上になりました。 
 
⾃宅から遠いことと過酷な環境のために⼿間取って完成までに 3 年かかりました。⼈⾥はなれた場
所の⼤きな壁に、私の故郷、アリゾナの美しい⾵景をモザイクで描きたいと願いました。現場での
作業には 368⽇かかりました。昼夜没頭してタイルの準備、主題の調査、タイルのデザインを決め
ていきました。 
 

タイルは屋外⽤に堅く仕上げるために、⾼温で⼆
度焼きしました。楽しい作業でした。タイルを作
ったことはなかったので、今回のプロジェクトの
ために独学で製法を学び、道具と材料を揃えて 
スタイルを模索しました。タイルはソノラ砂漠の
⽣き物や植物を表しています。砂漠は過酷な場所
ですが、⾒た⽬ほど退屈で空っぽではありませ
ん。よく⾒ると⾊と⽣命に満ちています。⻑い間
壁に取り組んでいるうちに、砂漠の⽣き物に馴染
み、彼らの習慣を知るようになりました。臆病な
⿅やウサギ、地⾯を⾛る⿃、秘密の爬⾍類、昆⾍

の⼩さな宇宙など、すべてがミクロ社会を形作っています。 
 
私は休まず働き、気が付けば数週間そして数ヶ⽉になりました。季節が移り変わり、植物が、花が
順繰りに交代していくのを眺めていました。摂⽒ 0 度から摂⽒ 48度までの温度差の中で、 私の傘
を奪う強⾵や雷⾬に変わる⾬、そして時には雪さえ降る環境での作業。古い枕をクッションにして
⼟や岩の中に座って作業をしました。傘は、夏の残酷な太陽からの唯⼀の盾で、⼩⾬からも守って
くれました。時々、怒ったハチが作
業中の私を攻撃したり、ガラガラヘ
ビが私を追い払いに来たりしまし
た。特に暑い⽇には、暑さに耐えら
れなくなる前にできるだけ作業を進
めるため、夜明け前に来ました。⻑
い⼀⽇の終わりに、迎えに来た夫の
⾞の中でしばしば眠りに落ちまし
た。こうやって私の根性が試され、
モザイクへの愛がそれらに打ち勝っ
たのでした。 
 
それから新型コロナウイルスの感染がやって来て、この遠隔地は私的な避難所になりました。そこ
はいわば誰もいない不⽑の地です。新鮮な空気の中でマスクなしで過ごし、町中に渦巻く感染の⼼
配から解放されました。好きなことをして、モザイクで私の⼼に満たせる静かな避難所になりまし
た。 



NEWSLETTER March 2022, No. 124/Mosaic Art Association in Japan 

 7 

 
何⽇も静かに働き、座ってタイルを切ったり張ったりしていると、砂漠はやがて私を⾃分のものと
して受け⼊れてくれたようです。⽣き物は私への恐れを失い始め、働いているときにも恐れずに訪
れるようになりました。私のそばを⼩さなアリが⾏進し、⿃が壁に⽌まって歌い、砂漠のカメが通

り過ぎていきました。ある⿃は毎⽇私に⽌まっ
たあと、⾶び降りて道具を覗き込んでいくよう
になりました。ハチドリやミツバチは、蜜を期
待して、モザイクの鮮やかな⾊の花のタイルに
近づいていきました。有毒のトカゲがずんぐり
した⾜でのんびり通り過ぎ、ヘビはするすると
すり抜けていきました。ウサギ、ハベリナ、⿅
が近くで草を⾷べ、ひよこを引き連れたウズラ
の群れが駆けていきました。ある朝には、ボブ
キャットが近づいてきて、私を⾒つめて⽴ち去
り、道すがら「さようなら」を⾔うように⽴ち

⽌まって振り返りました。これらの美しい⽣き物と⽣活を共有した魔法のような経験でした。 
 
砂漠の多様な姿が⾒え始めたので、予定より多くの⽣き物をモザイクに登場させました。最初に⾒
かけたのはほんの数匹の⽣き物でしたが、しだいに出会う数が増えてきたので、それぞれをタイル
で表し、モザイクに付け加えていきました。３年に亘る砂漠での体験の間に、⼤型哺乳類から⼩さ
な昆⾍まで、ソノラ砂漠に固有の 200以上の異なる種がモザイクに追加されました。 
 
壁 15ｍの制作という契約でモザイクを始めたのですが、最終的には 30ｍまで広がってしまいまし
た。親切なドナーが展望台を作り、ベンチに座ってモザイクと砂漠の景⾊を楽しめるようにしてく
れました。モザイクのグランドオープニングセレモニーは 2021 年 11 ⽉ 7⽇に⾏われ、モザイクの
壁はプロジェクトに資⾦を提供してくれたコミュニティとドナーに贈られました。そして私はモザ
イクが完成して、今では⼼の⼀部が住んでいるこの美しい砂漠を離れることを少し悲しく受け⼊れ
ました。 
 
このモザイクは「ソノラの⽣活」と題され、
昼から夜に移り変わる砂漠の様⼦を描いてい
ます。何百もの在来の植物、花、昆⾍、⿃、
爬⾍類、哺乳類が描かれています。すぐに⾒
分けられるものもあれば、隠れていて、砂漠
の⽣き物のようにじっくり観察しないと⾒つ
からないものもあります。2018年に企画さ
れて、2019 年に制作開始、そして 2021 年に
完成しました。 
 
このモザイクの経験は、私が芸術家としても
⼈としても成⻑するのに役⽴ちました。困難
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な時もありましたが、それだけの価値がある結果は得られたように思います。砂漠とその在り様を
評価し愛情を感じるようになりました。厳しい状況に適応し、⼦孫を繁栄させた⽣き物たちを尊敬
するようになりました。それぞれの⽣き物について調べながら、⾃分の周りのこの世界について多
くを学ぶことができました。砂漠は過酷な場所ですが、⽣命と多様な美しさも豊富に持っていま
す。この素晴らしい場所と素晴らしい⽣き物を、適切に把握し描けていることを願うばかりです。 
 
タミーさんの FBページ： 
https://www.facebook.com/tammi.lynchforrest 
 
 
 

新入会員 
 

福澤 ヒロコさん 

hanahana jewel hiro を主宰し、ミクロモザイク作家＆講師として活動。
⼀般社団法⼈⽇本ミクロモザイク協会所属 指定講師。2017年 とんぼ
⽟とミクロモザイク海津屋 なかの雅章⽒を師事。「バーナーワーク」
「ミクロモザイク」を学ぶ。第 1 期 ミクロモザイク講師養成講座修
了。2019 年 イタリア研修 ラベンナ「モザイクアートスクール」にて
ミクロモザイク技術を学ぶ。 

20代からガラスに魅了され、現在も⾊褪せないガラスの魅⼒を追い続けています。様々な材質
と共にミクロモザイクの世界観で表現し続けられたらと思います。 

 

 

会費についてのお知らせ 
 

2020 年度&2021 年度の年会費(合わせて 12000円)が未納の⽅は早めに納⼊をお願いいたします。 
 
振り込み先 ゆうちょ銀⾏⼝座記号：10000   番号：97185511 

他銀⾏からの振り込みの場合は以下になります。 

ゆうちょ銀⾏店名：008（ゼロゼロハチ） 店番：008 

普通預⾦⼝座：97185511   名義：モザイクカイギ 


