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モザイク通信    No.123   January 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年企画展のテーマについて  
 
現在テーマを検討中で、広く意⾒を求めます。 
検討中のテーマは以下の通りです。これらのタイトルは各運営委員から募った 18 タイトル案から
検討し絞って決めた 8 タイトルです。 
 
☆「下絵もみてね」 (作品の構想下絵と作品を展⽰する)  
☆「ストリートアート」 (世界各国で制作されているストリート・モザイクアート。 街の中で、
   意図的に制作されたモザイクを撮影して写真とその作品を展⽰する) 
☆「つながり」  (ゆるやかな) 
☆「悠久の」 
☆「多様性」 
☆「モザイクのエネルギー」 
☆「⾊からの連想」 
☆「⾃画像」 
 
テーマ案を思いついた⽅、上記の案の中で気に⼊ったものがありましたら松本宛に 1 ⽉末⽇迄に 
メールを下さい。(haru.915.haru@gmail.com)。 
2 ⽉初旬予定の運営委員会で決定し、ご報告させて頂きます。 

 

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 

 

 

ミニモザイク交換会 完了！ 
 
フィラデルフィア・モザイク協会（MSoP）との交換会は10⽉上旬に16
組の⽇⽶ペアが決定し、予定の12⽉上旬には全32点のミニモザイクが交
換相⼿に発送されました。クリスマスまでに全員がモザイクを受け取る
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ことができました。交換作品はMSoPとモザイク会議のFacebookのページで１組ごとにアップされ
ています。参加者の皆さんからいただいた写真とコメントを合わせて記録をまとめておりますの
で、追ってお知らせいたします。 
モザイク会議FBページ
https://www.facebook.com/%E3%83%A2%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%82%AF%E4%BC%9A%E8%AD%B0-248245412005096 
MSoP FBページ 
https://www.facebook.com/mosaicsocietyofphiladelphia 

 
また、今年のギャラリー檜e·Fでの展覧会では、ミニモザイク交換会のモ
ザイク作品(⽇本到着分)と作品写真(⽇本から発送分)の展⽰も予定して
おります。アメリカから送られて来た作品を展⽰しますので、参加者の
⽅々は⼤事に保管して下さい。 

 

展覧会情報 
 

喜井豊治モザイク展 

会期： 2022 年 1 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜29 ⽇（⼟） 
12：00〜18：00 
⽔・⽇・祝⽇ 休廊 

会場： 南⿇布「了聞」ビル内 
東京都港区南⿇布 5-1-4 

 

 
 
1階・ギャラリー華 近作 
2階・壁画作品写真展⽰ 
7 階・傷ついた天使シリーズ 
 
ギャラリートーク： 
1 ⽉ 21 ⽇（⾦）16：00〜18：00 
了聞 2階にて 
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竣⼯60周年記念ミニ企画展 

「建築家・今井兼次の東洋学園⼤学フェニックス
モザイク」 
 
会期： 2022 年 1 ⽉ 28 ⽇(⾦)まで 

⼟⽇祝除く、平⽇ 9:30―16:30 
 1 ⽉ 5 ⽇(⽔)・14 ⽇(⾦) 休館 
会場： 東洋学園⼤学 ⼀号館 9階東洋学園史料室 

東京都⽂京区本郷 1-26-3  
 

 
 

『壮観！ナゴヤ・モザイク壁画時代』 

会期： 3 ⽉ 22 ⽇（⽕）まで ⽔曜⽇休館（祝⽇の場合は開館） 

会場： INAXライブミュージアム「⼟・どろんこ館」企画展⽰室 

〒479-8586 愛知県常滑市奥栄町 1-130 TEL:0569-34-8282  

 
 
森上千穂   モザイク愛好家 
１９５０年代〜７０年代に名古屋近郊で制作されたモザイク壁画を、マップや壁画の⼀部、 
写真や資料で紹介。先に復元公開された「旧丸栄百貨店」の壁画に続いて収蔵された２作品、北川
⺠次と脇⽥和のモザイクはどちらもかつて近代モザイク社が制作した作品。この地域でなじみ深い
⽮橋六郎作品もあり、当時を知る⼈には懐かしく、初めて⾒る⼈にも⾒慣れた⾵景の中にあるモザ
イク壁画に気付くきっかけになると思われる。 
 
関連情報: 
https://livingculture.lixil.com/topics/ilm/clayworks/exhibition/post-99/ 

 

会場風景 
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出版情報 
 

「ナゴヤモザイク壁画時代」 

常滑のイナックスライブミュージアムで開催中の展覧会の⼩冊⼦で
す。1960 年代に名古屋近辺に多くのモザイク壁画が作られまし
た。なぜ名古屋近辺に作られたか、どういう作家や⼯房がかかわっ
ていたか。現在どこに残されているか。時代背景と制作にまつわる
事情を記録した冊⼦です。 
価格は 550円。販売はイナックスライブミュージアム・TEL：
0569-34-8282 まで。 
オンライン販売: 
https://www.care-goods.lixil-online.com/house/ilm/21-10-LM-0213/?_ga=2.39483296.201994615.1640999013-959621921.1640999013 

 
 

「MOSAÏQUE」 

 
今、世界ではどういうモザイクが作られているか。 
モザイクマガジンの発⾏⼈、フランスのレネ・マダヴァルさんが 80⼈
のモザイク作家を選んで紹介しました。 
フランス語版だけですが、以下の URLから注⽂できます。 
送料込み 49ユーロです。 
http://www.mosaiquemagazine.com/en/ 

 
 

 

ミクロモザイクの活動報告 
 

なかの雅章 

 
「とんぼ⽟とミクロモザイク海津屋」なかの雅章です。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で、バーナーワークの作家です。本年もどうぞよろしくお願いし
ます。ご依頼をいただいたので活動の報告をさせていただきます。 
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2021/12/1〜7の１週間、横浜髙島屋の和雑貨売り場で出展し
ました。とんぼ⽟からのご縁でかれこれ 10 年以上、年 2〜3
回こちらで出展しています。帯留めやブローチやネックレス、
体験キットや⼩さな額装などを主流に販売しています。今回
「⻁」の額（写真φ18㎝）は来年の⼲⽀でもあり、よく⾜が
⽌まりました。「モザイク」と聞くとやはりタイルや⽯が思い
浮かぶようで、「ガラスのモザイク」はピンとこない感じで
す。なのでイタリアの壁画やヴァチカンのレプリカ制作などの
話をすると、とても興味を持っていただけるため丁寧に話をす
るように⼼がけています。 

 
また同 12/4 には神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ（あーす
ぷらざ）で「オードリーヘップバーン写真展」の関連イベント
として「ローマ発祥ミクロモザイク作り」の講演とワークショ
ップを⾏いました。15名満員御礼キャンセル待ちも多く出た
とのことで、楽しんでいただけた様⼦でした。 
 
今後は「丸善丸の内本店イタリア展」にて 2022/1/19（⽔）〜
25（⽕）、作品販売とワークショップを⾏います。こちらは以
前出展した時にご⼀緒した⽅にお誘いいただいての、初出展で
す。東京駅すぐ近くですので、お気軽にお声掛け頂けると嬉しいです。 
 

ミクロモザイクは通常のモザイクと異なり、1〜2ｍｍのガラスの極
⼩パーツを、1ヶ⽉ほどかけてゆっくり固まるストゥッコの上に直
接並べます。またガラスパーツ（テッセラ）は細く伸ばした多種多
様な⾊・形・⼤きさのものを上下をカットして⾼さを調整し、⽬地
を取らずに詰めます。バーナーを使ってガラスの混⾊や花柄の形成
などパーツ作りも可能です。 
 

東京都北区 JR京浜東北線東⼗条駅から徒歩約４分、活気あ
る下町の東⼗条商店街商店街に⾯し１階は実妹の営むパン
屋、２階が⼯房になっています。教室は「ミクロモザイク制
作」と、ガラスパーツを制作する「バーナーワーク」も可
能。基本毎週⾦・⼟・⽇ 10：00〜、13：00〜の 2時間
制。ホームページに教室の詳細があります。是⾮予約の上、
お越しください。 
 
https://kaizuya.tokyo/ mail: info@kaizuya.tokyo 
 
 

横浜高島屋での展示風景 
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「そうだ、土の家を作ろう！」 前編   
 
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 
 
会員の皆様、まだまだ⽤⼼と我慢の昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか？ 
いつも皆様の素敵な作品を拝⾒して感動を頂いております。私は本格的なモザイク製作の経験がな
いのでエントリーしたことはないのですが、⼩さなタイルクラフト作品をグループ展などで展⽰し
たことがございます。とても皆様のような作品は出来ないものの、参加する事に意義があると信じ
て、いずれは、と思ってはいるのですが、どちらかというとモザイクの発展、周知、啓蒙のための
活動を微⼒ながら⾏っている現在です。 
 
今回、こちらでの寄稿の機会を頂きました。何者か？と思われる皆
さんも多いかと存じますので、簡単な⾃⼰紹介をさせて下さい。 
 
私はタイルの施⼯と販売を⾏っております。⽗の後を継いで 2代⽬
として会社運営を始めたのがタイル屋⼈⽣の始まりです。当初、左
官職⼈だった⽗が⾼度成⻑期に裸⼀貫、愛媛県今治市から⼤阪を素
っ⾶ばして上京し、1964 年の東京オリンピック以降はタイルの需要
が増えると鑑みてタイル職⼈に転⾝。その後、法⼈化を経て渋⾕区
から埼⽟に移転、⼀時は 50名の専属職⼈が所属する会社でした。 
 
私はといえば、⼦供の頃からタイルと職⼈に囲まれた環境にいて
⽗の姿を⾒てきたわけですが、後を継ぐ気は全くなく、⽗も好き
なことをやれというタイプ。⼤学卒業後はミュージシャンを⽬指し、プロのバンドのボーヤをやっ
て⽣計を⽴てていました。ですが 28歳の時、⽗が病に倒れ家族協議の末、⻑男の私が後を継ぐとい
うお決まりのパターンと失笑下さい。 
 

その後、弟に会社を任せてアメリカ法⼈を設⽴
して世界進出を⽬論みます。まずは⽇本⼈の多
いハワイへと。所有するコンドミニアムを⽇本
の⽣活環境にリノベーションし、現地のいい加
減な施⼯（失礼！）で辟易しているオーナー様
の要望を⽇本の技術と敏速な対応で満たすとい
う作戦。リサーチやマーケティングで何度もハ
ワイを訪れ、現地での協⼒者にも恵まれ、ビザ
の申請をするも 911 が発⽣。なかなかビザが下
りず、開店休業のまま資⾦がショートして断
念。帰国後は⼩さい会社ながらもタイル施⼯を
して現在に⾄ります。 

 

カサ・バトリョの吹き抜け 

濃淡のタイルで地中海海底をイメージ。

レリーフタイルはヒトデとか。 

グエル別邸 ガウディが初めて破砕タイルを採用。 
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私は 20代前半に 3 年連続でヨーロッパを訪れ、ほとんどの国を回ってきました。旅⾏中はやはり
タイルやモザイクに⽬が⾏きます。何と⾔ってもガウディ建築のタイルの使い⽅に衝撃を受けま
す。⼀番驚いたのは、粉砕タイルのモザイクよりも、グエル別邸にあるドラゴンの⾨を⽀える煉⽡
作りの⽀柱。その煉⽡の⽬地の間にタイルが散りばめられているのです。⽬地にタイルを張る？こ
んな張り⽅もあるのかと、20代ソコソコの若造が唸ります。これは⽗に教えてあげなければと。 
 
⽇本のタイル屋は好き嫌いを別にして、ガウディ建築のタイルの使い⽅やヨーロッパ建築を⼀度⾒
るべき（現地で）だと考えます。誤解を恐れずに⾔うと、ほとんどのタイル施⼯がシート貼りのタ
イルをペタペタと張っているのでは？と。得意先、施主の意向に依存するタイル業界ですが、アー
ト感覚、⾊彩感覚などを⾝につけることにより、そろそろ提案型のスタンスが急務かと思っていま
す。⽗はアートに精通していたので、タイルで⾊々と装飾をするのが好きでした。常に「なんか⾯
⽩い張り⽅ないかなー？」って⾔っていたのを思い出します。タイルの多⽤性、デザイン性は無限
です。機能性ももちろん重要ですが、ちょっと遊び⼼のあるアートな感覚、そんな⼼を職⼈の皆さ
んには持ってもらいたいと願っています。 
 
思えばアートとしてのモザイクを最初に⾒たのが⼩学 4
年の時、⽗に連れられて⾏った有楽町の東京交通会館。
中央の階段いっぱいに施⼯されたモザイク壁画。タイル
ではないものの、なんだこれは！と。その後、このモザ
イクを作った⼈が⽮橋六郎⽒であることを知ります。モ
ザイク探究の旅が始まった瞬間でした。＜つづく＞ 
 
 

新入会員 
⼟屋忠宣さん 
1972 年生まれ。タイルアート/モザイク作家/左官・タイル一級技能士。 

様々なタイルを使ってアートの世界を表現していく。その中から昔からの左官、

タイル、煉瓦の伝統技術を取り入れている。タイル技能士の国家検定講師も務

め、後進の育成にも力を入れている。神奈川、東京、台湾などで活躍中。モザイ

クやタイルの展覧会へ出品。 

一級技能検定合格タイル張り技能士。技能コンクールにおいて優勝４回、準優勝

１回。 

 

会費についてのお知らせ 
2020年度、2021年度の2年で12000円の会費を未納の⽅は振り込みをお願いします。 

振り込み先 ゆうちょ銀⾏⼝座記号：10000   番号：97185511 
他の銀⾏からの振込の場合は以下のようになります。 

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 

矢橋六郎作「白馬」1965年 


