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クリスマスを待っている Waiting for Xmas 910x727 2009 ⓒ Mizuki Tanaka
海から海へは、障がいをもつ人から渡される豊富なものの存在に気づき、人々と共有するため、障がいをもつ人を中心とした、文化芸術活動、
研究活動、社会教育活動、心理カウンセリングなどの支援活動を行うこと、および、それらの活動を通し、障がいの有無にかかわらず、地域・
国内・国外を問わず広く交流を深め、人々がより良く生きることに貢献することを目的として活動しています。
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第１７回田中瑞木展 終了しました
2012 年 10 月 16 日(火)〜12 月 2 日(日)
Com.Cafe 音倉

Com.Caf 音倉で開かれた第１７回田中瑞木展は、当初の
会期は１０月１６日から１１月４日まででしたが、好評の
ため１２月２日まで延長されました。１０月１９日には前
納依里子さんとその仲間たちによるダンス・朗読・音楽と
田中瑞木の作品とのコラボレーション Mizuki Tanaka’s
World が、１０月２７日には、展覧会を記念して夕食会が開
かれました。山口ひろみさんからいただいたダンスパフォ
ーマンスの感想、出演者前納依子さんの「田中瑞木さんの
ステージが終わり、マイクを手に持ったみーちゃんの挨

パフォーマンスに寄せて」
、記念夕食会に参加された田中玲

拶が始まりました。何を言ってくれるのかな？と、私はと

子さんと山徳幸子さんの感想を掲載いたします。

っても楽しみでした。
なかなか言葉が出ず、

ダンスパフォーマンス
Mizuki Tanaka’s World

客席のみんなもみー
ちゃんの言葉を待ち
ドキドキし始めた時

山口ひろみ（本法人理事 p.2,3 写真撮影）

「１２時と３時は缶

「みーちゃんありがとう」

コーヒー」と大好きな
ことを言ってくれま

１０月１９日に行われたダンスパフォーマンス Mizuki

した。きっと、大成功

Tanaka’s World の手伝いをさせて頂きました。

だったことを言って
れたんだと思います。

会場は、下北沢にある

みーちゃん、最高の挨

庄野真代さんのお店

拶をありがとう！！

Com.Cafe 音倉でした。私
は受付をしていたので、

みーちゃんが絵で表現し、ダンサーが踊りで表現し、歌

入口の窓から見させて頂

手が歌で表現しました。それぞれの表現はとても素晴らし

きました。満席の会場か

かったけど、みーちゃんがみんなをひとつのパフォーマン

ら聞こえてくる音楽は、

スにしてくれて、もっ

隣の部屋から聞こえてく

ともっと素晴らしく

るような感じでした。そ

なりました。出来るこ

れでも今回のコンサート

となら、もう一度調布

は私にたくさんの感動を

でコンサートを開い

与えてくれました。

てくれて、みーちゃん
の仕事場の方や友達、

前納依里子さんとお仲間の皆さんは、みーちゃんと初め

そして、ご近所の方々

てお会いになられた方もいらしたとお聞きしましたが、ス

に見てほしいと思い

テージで表現されたみーちゃんの世界は怖いくらい激しく

ました。

美しいものでした。力いっぱいぶつかって、そして揺れる

みーちゃんいつも

ステージは見ている私たちにみーちゃんの世界をもっと見

感動をありがとね！

て…もっと知って…と、訴えかけているようでした。
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前納依里子

する、人間本来が持つ想像力、生の強靱さ、自由さです。

「田中瑞木さんパフォーマンスに寄せて」

瑞木さんのすべての作品には、生への強い喜び、世界を柔
らかく包み込むような愛情にあふれており、それが過剰な

２０１２年１０月１９日のパフォーマンスは、舞踊家と

日常に疲弊した私たちを勇気づけ、励ますのだろうと思い

して作品を創作する側に立ち始めた私にとって、大変重要

ます。私たちが心の底で望んでいるものを、瑞木さんは作

な意味深い一日となりました。

品を通し、鮮やかに見せてくれるのです。

今回の作品を始めるにあたり、瑞木さんの作品はもちろ
ん、愛子さんの執筆された手記、絵本などを拝読し、瑞木
さんという一人の希有なアーティストと、身を捧げるよう
に瑞木さんを支えてこられた、お母様の愛子さんのお二人
の物語に、非常に多くの感覚を受け取りました。
そしてこの物語は、震災を経て、世界の脆弱性、政治や
社会の欺瞞性を目の当たりにし、容易には打破することの
できない壁に阻まれた私たち日本人が、これからどのよう
にあるべきか、その未来の姿への道しるべを示してくれる
ものであると感じました。このタイミングに、このような
機会をいただけたことに心から感謝いたします。

震災から 2 年がたとうとしている今、震災や原発事故の
情報は、以前ほど耳にも目にもしなくなってきています。
ですが、あの出来事は、日本人すべての心に焼き付けられ
ているのに違いありません。目に見える変化はなくとも、
潜在レベルでの変化が着実に起きていると信じています。
先に「道しるべ」と書きましたが、今後、新たな社会を築
くにあたり重要になるのは、瑞木さんというアーティスト
が示すような精神の自由さ、強靱さ、透明さです。その先
今回私が最も注意を払ったことは、瑞木さんの障がいを

に広がる世界は、瑞木さんが描くような、光にあふれ、明

過剰に扱いすぎない、ということでした。瑞木さんという

るく誰もが個性を発揮し、お互いの差異を認め合い、共に

人間、そのまっすぐで透明な瞳が見つめる世界を、一人の

歩んでいける世界であるべきなのです。

同じ人間としてのぞいてみたかったのです。
そうしてみると、いかに私たちの瞳が、どれほど多くの
情報に濁され、曇らされているかに気づかされるのです。
高度経済成長から右肩あがりの成長を遂げた日本で、持て
るものと持たざるものが出現し、持てるものをもてはやし、
そこに一心に向かわせる巧みな情報操作の元で、震災直前
の日本は、誰もがどこかへ向かっているつもりで、その目
標が蜃気楼のようなものだと知りつつも、そのような不安
要素はすべて覆い隠されてしまうような空気があったと記
憶しています。
瑞木さんが大きく違う点は、そのように外部により構築
された世界から全く無縁である、ということです。作品の
タイトル「わたしのなか」とは、自身の身体と精神に内在

画家と前納依里子さん
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ちに、私の知らない瑞木ちゃんの歴史を知りました。現在

記念夕食会

に至るまでには、社会との闘いがあり、親子の葛藤があり、
一時は生きることにさえ危機感をもたれたとか・・・しか
しそこには、どのような困難な状況の中でも娘に向き合い、

田中玲子（本法人監事）

歩みを止めなかった母親の姿がありました。神様は必ずこ

「みーちゃんの展覧会記念夕食会に参加して」

の子に何かを授けておられるという、懸命な祈りにも似た
願いと確信をもって生きるとき、良き指導者と出会い、理

１０月２７日、みーちゃんの展覧会記念夕食会が開催さ

解支援してくださる方々に出会い、瑞木ちゃんの世界は広

れました。会場はライブハウスの Com.Cafe 音倉です。何度

がっていきました。

か訪れたことのある場所でしたが、瑞木ちゃんの絵がどの

こうして田中瑞木という画家が誕生したのです。

ように展示されているか、楽しみに伺いました。展示され

記念夕食会は、瑞木ちゃんの絵に囲まれて、心を一つに

ている作品が店に溶け込み、されど存在感があり、不思議

した心あたたまる楽しい夕食会になりました。友人も強く

な空間でした。

心を動かされた様子でした。瑞木ちゃんの絵はこれからも

乾杯の後、食事と絵を楽しみ、出席者の皆様からのスピ

多くの人を慰め、励まし元気を与え続けてくれることでし

ーチを聞きながら、時折瑞木ちゃんと視線が合うと口に人

ょう。

差し指を当てた“静かに”というジェスチャー。スピーチ
をちゃんと聞いてねと…。
瑞木ちゃんの素敵な絵から感じるいやし、色使い、素晴
らしさを改めて感じることができました。
瑞木ちゃんのリクエストでゲストの庄野真代さんに歌を
お願いした時も友人たちと楽しそうにハミング。とても嬉
しそうにね。
画家瑞木ちゃんと阿部ご夫妻を通じさまざまなご縁で集
まられた皆様との夕食会でした。最後には阿部氏の幸せな
家族の本音がポロリと。終始なごやかな時が過ぎて行きま
した。

司会者と皆さん

山徳幸子（本法人会員）

「瑞木ちゃんの絵に囲まれて」
１０月２７日、
「みーちゃんの展覧会記念夕食会」に友人
を誘って参加いたしました。
瑞木ちゃんを愛するご家族、支援してくださっている
方々、瑞木画家のファンが集まりました。
私が瑞木ちゃんを知ったのは、お母様である阿部愛子さ

インタビューを受ける画家

んと、ある勉強会でご一緒したことからでした。初めて瑞
木ちゃんの作品を見た時、温かく、力強く、対象物をじっ
と見据えた目、それでいてどこかユーモラスな絵に魅せら
れました。長野県野辺山の美術民族資料館で開催された個
展では、広い会場全体に展示された作品群は見る者を圧倒
する存在感でした。そこで会った瑞木ちゃんからは純粋で
愛に満ちたエネルギーがあふれ出ていました。忘れられな
い印象を与えられました。
出産時の事故で障がいを持った瑞木ちゃんがどのように
人格形成されていったのか。書かれたものを読んでいくう

お話しする画家

4

2002 年 4 月 23 日第三種郵便物認可 （毎月 3 回 5 の日発行）
2012 年 12 月 21 日発行 SSKW 増刊通巻 2820 号

乾杯の音頭をとる愛誠こころとふくしの
相談室スーパバイザー 佐藤誠先生

画家のリクエストに応えて歌う庄野真代さん

早稲田大学教授山西優二先生

画家の小学校時代の同級生

大妻女子大学教授前納弘武先生

参加者のスピーチ

「中学生の広場」主宰前納寛乃先生

スピーチを聞く皆さん

p.4,5 写真撮影 澤野眞一氏
本法人理事田中和己さん
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る作業は娘の方がずっと上手です。同じ工程を経ているに

美術館だより

もかかわらず、格段上の味に仕上がります。お米研ぎも然
り、娘が炊いた御飯はつやつや、ピカピカです。
これは家事だけの話ではありません。私は娘から心の支

最新作「黒い花瓶のアンスリウム－雨の日に」

えをしてもらっているからこそ、しっかりと生きていると
思うことがたくさんあります。

「白い花瓶のトウガラシ」の作品が完成して、しばらく

仕事に向かう勇気とエネルギーを、毎日を気分よく過ご

した頃、画家と二人で近所の花屋さんに次に描きたい花を

す気持ちのよさを、誰かの心に寄り添えるやさしさを、前

探しに行きました。花屋さんでひときわ目立っていたのは

を向いて歩いていこうとする時の心の羅針盤を、いつでも

アンスリウムです。数本しかな

娘から支援されていると感じています。

かったので、その日は購入を断

アンスリウム－どこの国で生まれたのかは知りませんが、

念しましたが、数日後、私は仕

花が絵になって、また一つ教えてもらいました。

事帰りに道端の花屋さんでたく

（阿部愛子）

さんのそれに出会いました。電
車に乗り、画家の手元に届けら

編集後記

れた花は１６本でしたが、その

先日の忘年会で、今年はどんな年でしたかと訊かれ、２

うちの４本を黒い花瓶に挿して、
画材が整いました。

つのことをお話ししました。
これまでやってきたことは、長い時間かけて一つのこと

いつものように、木炭を持つ手で一気にキャンバスへ、

を深く追求する性質のものでした。今は、あることをやっ

あっという間に、下色をつけて、初日は終わります。

ている途中で別の作業に移り、その途中で新たなことに取

その後、絵は徐々に変化

りかかり、しばらくしてはじめに戻り、そのあとでさらに

を見せます。窓が描かれま

別の二つのことを平行してやる、というようなことがよく

した。雨粒がガラス越しに

あります。お料理が典型ですが、家事にはそういう性質が

たくさん描かれました。壁

あると思います。あることを中断して何かやった後、その

の色はスカイブルーになり、

前に何をやっていたか忘れてしまうようではうまく行きま

めしべは力強く描かれ、花

せん。ずいぶん脳が柔らかくなった気がします。

のある部屋は温かみが感じ

もう一つは外で新たにはじめた仕事。一日の間に何人も

られるようになりました。

の未知の方々から思ってもみないお話を聴かせていただき

田中瑞木の花の絵は 1 年分１２枚のカレンダーにできる

ます。広くて深い世界に同行させていただき、ありがたさ

ほど、枚数が増え続けています。どの絵からも、花びらが

と少しの達成感をいただいて帰途につきます。このような

観る方に語りかけているような、

仕事が曲がりなりにもできるのは、安心できる錨のような

やさしさが伝わってくるのが特徴

画家に学んでいるからと思います。

です。たとえ、雨の日であっても、
部屋の中で花と一緒に過ごせれば、
特定非営利活動法人 海から海へ

心が晴れますよ、と。そして、黒
く安定感のある花瓶が土台となり、

http://umi.or.jp

office@umi.or.jp

振込口座 ゆうちょ振替：00110−0−684539

細く長い茎をしっかりと支えます

みずほ銀行 調布支店 普通預金 8082621

よ、と言っているかのようです。

2012 年 12 月 21 日 海から海へ No.33

実際、
「支える」というのは不思

編集責任者 阿部公輝

議なことと思います。
自分が支えていたと思っていたら、反対に支えられていた、

〒182-0024 東京都調布市布田 1-32-5

というようなことを通じて、一方的な関係ではないことを

マートルコート調布 407
Tel 042-441-2958 Fax 042-497-4878

教えられることがあります。
長年、私は料理や掃除などの数々の家事をこなして来て

発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21

いますが、すでに重い掃除機は私の手に負えず娘の方が上

特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会

手に使いこなします。パンこね機を使ってロールパンを作

定価 200 円
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