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何も無い、
全てが在る宇宙
その中に浮かぶ地球
その表面に生きる
小さな小さな存在としての人間
その全てが継ながる表現をしたい
5 月、
京都の名刹 法然院の参道に
アート空間を創出します。
日常を少し離れて、
心の内と素直に向き合える
現代版 ガラスの枯山水。
哲学の道の新たな名所、
100年後の世界遺産を目指します！
ガラスに携わって、
今年で30年。
ようやく自分の表現を生み出せるように
なった気がします。
さぁこれからだ、
と気合をたぎらせています。
今年も、
私の情熱を楽しんでいただけましたら
この上なく嬉しいです。
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2018年11月15日〜2019年3月3日

パリ装飾美術館「ジャポニスムの150年」
展
パリ装飾美術館での
「ジャポニスムの150年」
展の出展作品に、
呼継
「巌」
が選出されました。
11月15日に開幕し、
拙作は150年の日本文化の流れの中の
「琳派」
から続く作品として展示され、
駐仏日本大使や装飾美術館館長にも
深く興味を持っていただくことができました。
茶入
「天光」
が、
2019年3月3日まで開催しています。
パリ市立チェルヌスキ美術館に
（主催：国際交流基金 装飾美術館）
収蔵されました。
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9月29日〜11月7日

2月3日

宇宙に浮かぶ地球を体感

テレビ朝日
「Design code デザイン・コード」
放送

サンディエゴから船に乗り、
リオ・デ・ジャネイロまで40日間の旅。
昨日までの自分から離れ、海に浮かびながら
何者でもない存在を体感する。

そんな時間と空間に身を置くための旅。
異なる文化や歴史、人々、光や空気に
たっぷりと浸って過ごす。
今までの現実が、
どれだけ小さい世界だったかに気づく。

5月

割る時に思うことは…）

「自分で一生懸命作ったガラスを割るのは、
本当はすごく嫌なんです。
でも、新しいものを生み出すためには、
今の自分が作ったものでも叩き壊さないと
前進できないと思っています。」

4月

「光の門」鳴門駅前に完成
鳴門海峡のまだ見ぬ神秘的な
海底を表現したモニュメント。
2mのガラスオブジェと
鳴門特産の青石で構成。
夜はイルミネーションにより
幻想的な空間に。

エクアドル モンテクリスティで
られる通称パナマハット。
パナマ草から繊維を取り出して
で編んでいく。
繊維が細かい
ど手間は掛かるが、しなやかで
た目も美しい。
数週間〜数ヶ月
けて、ひとつの帽子を淡々と編
上げる忍耐力‼ 町のあちこち

「ヒカリの小径」が
茶室「星霜軒」に誕生
チャイコフスキー ピアノ協奏曲
第1番、
第一楽章のリズムで組まれた
木とガラス。
砂利はこの星、木は命、
ガラスは光、
そして水。
それらに導かれて、喧噪を離れ、
茶席に向かう。。。。
共同研究：日本耐酸壜工業株式会社
協力：（株）木村グリーンガーデナー

6月14日

古代文明、大自然、貧困とカオス、戦争、民族、
文化、生きるエネルギー。
一気に多くを体感することができた。
波に浮かんで地球、
そして宇宙を感じ、
自分を見つめ直しこれからの生き方が
見えてきたような気がする。
すっかり、あっさり、
今までの自分を
叩き壊してしまった。
思い込みや偏見が壊されていく楽しさ、
新しいことに出会うときめき。
まだまだ、新たに生まれ変わるために。
この passionをいつも持ち続けたい。

ペルー リマ郊外のVilla El Salvado
低所得者層が住む街といわれる。
丘を削って斜面に家を建てた Shan
Town。
町を歩くと、純真な目をした子
と人懐っこい犬や猫が後をついてくる。
「ココ住みやすい？」
「食料は安く買えるけど、水と電気が高
んだ。大統領が選挙で公営水道と電
の公約するけど、
実現されなくてね。
」
「私が勝手に斜面を切り開いて住んで
いいの？」
「別にイイよ、文句を言う連中はいるだ
うけど、
皆そうやって住んでるから。
」
砂埃っぽい丘は、不思議と優しい空気
に包まれている。

有松絞りとガラスの呼継

共同研究：日本耐酸壜工業株式会社
協力：（株）木村グリーンガーデナー

有松絞りの老舗問屋 竹田嘉兵衛商店さん
（名古屋市有形文化財）
で
「伝統を現代へ」
をテーマに中村俶子さんと、有松絞りとガラスの呼継についてのトークセッションを行いました。
築200余年の町屋で、絞りの着物とガラスアートの融合も楽しんでいただきました。

チリ南端プンタアレーナ
マゼランペンギンの生息
天敵がいないって
素晴らしい！

9月29日〜11月7日
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宇宙に浮かぶ地球を体感

MEXICO

昨日までの自分から離れ、海に浮かびながら
何者でもない存在を体感する。

エクアドル モンテクリスティで作
られる通称パナマハット。
パナマ草から繊維を取り出して手
で編んでいく。
繊維が細かいほ
ど手間は掛かるが、しなやかで見
た目も美しい。
数週間〜数ヶ月か
けて、ひとつの帽子を淡々と編み
上げる忍耐力‼ 町のあちこちで
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Coquimbo (La Serena)
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CHILEAN FJORDS
CANAL SARMIENTO
SCENIC CRUISING AMALIA
OR BRUJO GLACIER

Punta Arenas
STRAIT OF MAGELLAN
COCKBURN CHANNEL
BEAGLE CHANNEL

ペルー リマ郊外のVilla El Salvador。
低所得者層が住む街といわれる。
丘を削って斜面に家を建てた Shanty
Town。
町を歩くと、純真な目をした子供
と人懐っこい犬や猫が後をついてくる。
「ココ住みやすい？」
「食料は安く買えるけど、水と電気が高い
んだ。大統領が選挙で公営水道と電気
の公約するけど、
実現されなくてね。
」
「私が勝手に斜面を切り開いて住んでも
いいの？」
「別にイイよ、文句を言う連中はいるだろ
うけど、
皆そうやって住んでるから。
」
砂埃っぽい丘は、不思議と優しい空気感
に包まれている。

形文化財）
で
ラスの呼継についてのトークセッションを行いました。
楽しんでいただきました。

チカラいっぱい腹筋

Buenos Aires
Montevideo
Punta del Este

Stanley/Falkland
Is/Islas Malvinas
Ushuaia
SCENIC CRUISING CAPE HORN
DAYLIGHT CRUISING GLACIER ALLEY

Antarctica

パタゴニア アマリア氷河（チリ）
悠久の時間をかけて作られる氷河の、
この青い色に心を持っていかれる。

チリ南端プンタアレーナスから
マゼランペンギンの生息する島へ。
天敵がいないって
素晴らしい！
南極を目前に

Rio de Janeiro

CHILE PARAGUAY

Puerto Montt

古代文明、大自然、貧困とカオス、戦争、民族、
文化、生きるエネルギー。
一気に多くを体感することができた。

思い込みや偏見が壊されていく楽しさ、
新しいことに出会うときめき。
まだまだ、新たに生まれ変わるために。
この passionをいつも持ち続けたい。
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そんな時間と空間に身を置くための旅。
異なる文化や歴史、人々、光や空気に
たっぷりと浸って過ごす。
今までの現実が、
どれだけ小さい世界だったかに気づく。

すっかり、あっさり、
今までの自分を
叩き壊してしまった。

BAHAMAS
CUBA

JAMAICA
Manzanillo
BELIZE
HAITI
HONDURAS
Huatulco GUATEMALA
NICARAGUA
EL SALVADOR
TRINIDAD AND TOBAGO
PANAMA
COSTA RICA
Puerto Quetzal
VENEZUELA
Corinto
COLOMBIA
Fuerte Amador
ECUADOR
Pacific Ocean
Manta
Salaverry (Trujillo)
PERU
Callao (Lima)

サンディエゴから船に乗り、
リオ・デ・ジャネイロまで40日間の旅。

波に浮かんで地球、
そして宇宙を感じ、
自分を見つめ直しこれからの生き方が
見えてきたような気がする。

ブラジル リオデジャネイロ
貧民窟、
犯罪の源と呼ばれる Rocinha Favela
武装した警官が 100m 間隔で並ぶ街の入口は噂どおりヤバ
イ雰囲気に包まれる。
普段は住民を相手にバイクタクシー
Atlantic Ocean
をしている Junior と Paolo は、日本から来たヘンな奴を
面白がって町中を走り回ってくれた。
「俺たちに任せれば安
GUYANA
SURINAME
GUIANA
全だよ」
と、バイクの運転のコトばかり言うが、街の治安は
気にしていない。
「住民はフレンドリーだし、ココのシステム
があるから」2 人とも街を出ようとは思っていないようだ。
BRAZIL
人間が全身の底ヂカラで生きているのを感じた。

UNITED STATES

大自然からの一撃をくらった！
南大西洋を北上中に遭遇した巨大
な氷山。水上部の高さは130m、水
中にはその10倍の大きさが沈んで
いる。南極から流れてきたのだろう
⁉朝の陽に照らされ青白く輝く姿
は神々しく、別の世界から来た造
形物だった。

アルゼンチンタンゴ
コロンビア出身の
ダンサーAndreaに、
たっぷりシボられました!!!

京都
現代
「全て
とい
善気
清ら
リサ
水に
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