～大正時代【1921年】の建築で、
1982年に解体された旧大阪市市
庁舎（大阪市北区）の玄関ホール
を彩っていたステンドグラスが、
2019年に約 36年ぶりに見つかり、
「大阪くらしの今昔館」
（同区）で
常設展示されている。レトロ建築
ブームで大正モダニズムへの関心
大阪市の市章
が高まっており、見学者も増えて
「澪標（みおつくし）
」のデザイン
いるという。……～西日本新聞～

☞

100年前のステンドグラス

そして、旧庁舎完成から100 年の時を経た今年…

2021年 6月末、ステンドグラスを新たに発見！！
（1982 年の解体後、所在がわからなかった…）
旧庁舎議場 ４方の壁天井近い上層部に設置されていたステン
ドグラス 5 枚一組（縦 74 ㎝ × 横 143 ㎝）半円８組４０枚が
見つかったのだ！

＊＊＊＊＊＊＊

JSGaA活動報告 ＊＊＊＊＊＊＊

実行委員会
2021. 4. 12

通常総会

☞昨年に引き続き、コロナ禍対策として、本年度も
全員参加による LINE グループ通話を実施。

2021.

6. 14

LINE グループ通話

＊メンバースピーチ始まる

2021.

9. 13

＊メンバースピーチ

事務局ミーティング
2021. 7. 24
＊＊＊＊＊＊＊

②

LINE グループ通話

＊メンバースピーチ

2022. 未定
＊メンバースピーチ

4. 11

LINE グループ通話
③

LINE グループ通話
④

通常総会

☞第10回日本ステンドグラス作家協会展について他

「大阪くらしの今昔館」収蔵予定
公開時期は、未定

第10回JSGaA日本ステンドグラス作家協会展
２０２２東京 EMOTION X 感動
【会期】2022年5月12日〜18日
【会場】東京都美術館ギャラリー C

制作者木内真太郎（１８８０～１９６８）は、
大阪で建築現場監督時代にステンドグラスと出会い、東京でステンド
グラス制作の世界に入る。大阪に戻り宇野澤組ステインド硝子製作所
（玲光社は、現在
（後の玲光社）を設立、多くのステンドグラスを残す。
木内のひ孫木内英樹氏により受け継がれている）

ステンドグラスのパイオニア的存在だった木内は、大正11年築の
重要文化財、萬翠荘を始め、中の島中央公会堂、都ホテル等々に多く
の作品を残している。
◇中の島中央公会堂玄関のステンドグラスは、ベニス工房羽淵紅州氏
により修復された。
（1999 年〜2002 年）その際、私もほんの少し
だが、お声をかけて頂き、お手伝いできたことはとても勉強になり、
最高の思い出である。最初見たときは岩のよ
うでガラスと分からなかった。きれいに洗わ
れたガラスをケイムで組み直すのだが、遊び
がなくピッタリカットされおまけに使ったこ
とのないケイムだったので何度やってもほん
の少し大きくなってしまう。
当時はルーターはなかったはずで、ルーター
の跡もなく曲線などもきれいにピッタリ
カットされていたのには驚いた。
割れに気を付けながら指定された大きさになるまで、ひたすらケイム
にぴったり合うようにガラスを何度も押し付け組みなおしたのを、
ついこの間のように思い出す。
竹鼻野菊
＊木内真太郎パソコンデータ資料
＊「日本のステンドグラス黎明期木内家資料によるデザインと近代建築」
金田美世氏参照

＊本協会への入会希望・お問い合わせは、
事務局及び各会員までお願いいたします。

ホームページ

https://jsgaa.org/

発行日
発行者
事務局

編集者

日本ステンドグラス 作家協会

今後の活動予定 ＊＊＊＊＊＊＊

2021. 11. 15

2022.

①

LINE グループ通話

2021年10月15日
日本ステンドグラス作家協会（JSGaA）
〒108-0074
東京都港区高輪 4-2-7-201
林 晶子（A工房） jsgaa@jsgaa.org
〒737-0124
広島県呉市広中新開 2-14-19
花田良子（atelier legare）
〒491-0828
愛知県一宮市伝法寺 5-14-2021
後藤 栄（Stained Party）

会報誌vol.26
2021年10月

〜三浦会長を偲ぶ・・・〜
光と輝きの中で

滋野晶江

協会発足から会長として、そしてガラス
アーティストとしてたくさんの作品を残さ
れた三浦啓子会長は 7月に旅立たれました。
もう三浦会長のお声も聞くことができず
哀惜の念に堪えません。
年次総会では会長の挨拶で凛とした空気
に包まれます。会の在り方、作家としての
姿勢など常に先を見据えた的確なお考えを
教示いただきました。
コロナ禍ではオンライン会議になりましたが今年 4月もお元気なお姿
を拝見できました。
私はロクレールの生徒としても大変お世話になりました。母の知人が
三浦会長と親しく、私がステンドグラスをしているのを知ってご紹介
いただいたのがきっかけです。ステンドグラス作家三浦啓子のお名前は
知っていましたが、隣の西宮市にお住まいであるとその時に知りました。
緑豊かな甲陽園目神山にアトリエがありました。大きな開口部の窓
からは光が差しこみ、ロクレール技法習得のため全国から生徒が集まり
ます。私もそのダイナミックな技法と魅力たっぷりの会長ご自身に強く
惹かれました。それまでのガラスカッターをハンマーに持ち替えて、
分厚いダルガラスでの制作に夢中になります。公共の建物や学校、教会、
病院など次々とお仕事をこなされるパワフルなお姿を間近に拝見して、
細いお身体のどこからエネルギーが溢れ出るのか不思議でした。
また会長のお人柄から多くの訪問者がありました。会長のご出身の
和歌山とは私もご縁があり、またご主人様と義父が大阪大学時代には
師弟関係であったこともわかりました。ガラスだけでなく、家族揃って
深い繋がりを感じた次第です。
会長は皆さんに惜しみない愛情を注がれ、
そして多くの人から愛されました。人と人
とを繋げるパワーもお持ちだったのだと
感じております。
2015 年の協会パリ展の際はドクター
ストップで会長は渡仏できず、さぞかし
残念な思いをされたことでしょう。
折しもパリは同時多発テロの直後で作品
展も中止かと危ぶまれましたが、日本から
の三浦会長の祈りと愛が通じたのでしょう。
成功裏に展覧会を終え無事帰国できま
した。

会長がガラスアーティストとしても幾多の困難や苦痛をどのように
乗り越えてこられたのかは計り知れません。強靭な精神力と努力にほか
ならないでしょう。一切の妥協も許さないストイックなまでの姿勢は、
作品設置後でも太陽光の透過でガラスの色が思っていたのと違うと作り
直す事もありました。
そして、会長のお話はユーモアに富み、海外生活からでる英語の
フレーズ、不意に和歌山弁まで飛び出します。よく「宇宙」という言葉
も聞きました。もしや宇宙人で宇宙へ帰られた ?! と私の想像力も会長
の影響でしょうか。
またおしゃれセンスも抜群
です。食事会やパーティー、
また直島キリスト教会への
小旅行と楽しい思い出も尽き
ません。
昨年には集大成と言える
「雲の柱」
（春秋社）を出版さ
〈直島キリスト教会〉
れました。
構想から５年、膨大な資料をまとめ執筆されたのです。その中でも、
「幼少の頃から家のカーテン越しに降り注ぐ光の感触が忘れられない。
…シャープな美しい光は、心の中に滲み入り身も心も軽くなっていく。
NY でのシャガールのステンドグラスとの出会いから強い衝撃を受け…」
と綴られています。巻末の作品リストには 436 点が掲載されています。
リスト外も含めるといったいどれだけの作品をこの世に残されたので
しょうか。超人的なお仕事です。
６月頃にはベッドで過ごされる時間が増えて気掛かりでした。私はい
たたまれず会長の最新作を見に東京へ向かいました。教会に設置された
２作品です。大井バプテスト教会は工事中で見ることはできませんでし
たが、中渋谷教会は見学できました。会長は完成時も立ち会えずご覧に
なっていなかったのです。美しい曲線でデザインされた礼拝堂に本の
タイトルにもなった作品「雲の柱」がありました。それは鮮やかなブルー
とは違い、優しい淡いブルーでした。温かく包み込んでくれる穏やかで
優しい青色が空へ向かって伸びていきます。
優美で温厚な会長の大きな愛に包まれたようでした。
教会の許可もいただき写真を撮りました。
そしてその場から、三浦会長に写真とともにメールを送りました。

「私は今、光に輝く三浦ブルーにつつまれています」と。

アトリエにて

2021年夏に思うこと
林

晶子

JSGaAを発足時、亡き三浦会長と日本ステンド
グラス作家協会を発足するにあたりの約束、それは
＊東京都美術館で展覧会ができる団体になること
＊パリかニューヨークで作家協会展を開催すること
というものでした。
東京都美術館で展示を希望するには１a から４b まで８段階の審査
による振り分けがあります。我々は４b から始まり５年に一度の審査
による査定で 2022年度より今までの４aから３段階格上げの２bの
ランクを頂けました。
当会は三浦会長とのお約束は完璧に叶えられました。そして会の
活動内容と会の存在の在り方が東京都美術館にも認めていただけたと
強く確信いたしました。
単に展示会を開催といっても問題は内容です。会員の作品の力が
認められたこと、各都道府県の代表としての会員の実力を強く感じて
おります。
コロナ禍の中悶々とした毎日ですが、そんな中でもガラスは美しく、
仲間は素晴らしいと毎日感じております。昨年の 11月、私もコロナ禍
の中で迷いましたが個展を催行いたしました。テーマは“コロナに
寄り添い負けない毎日”でした。お陰様で画廊内に入りきれない方が
外で待ちながらも観覧していただき、来てよかった！観てよかった！
の言葉に感謝の気持ちでいっぱいでした。
作家協会の一員として制作を続け発表することが私のコロナに対す
る答え、と思った１週間でした。
今、各会員が地道に制作し、仕事の依頼をこなし、静かにコロナに
負けず活動をしていることを一般の皆様に知っていただき、ご報告
できることを誇りに思っております。
＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊
コロナ禍の中、昨年そして今年
こそ !! と、開催できることを願い、
作成した案内状とポスター。２年
続けて開催はなりませんでしたが、
会員相互の東京都美術館での作品
展開催に向けての思いは熱く
第10回
日本ステンドグラス作家協会展
2022 東京 EMOTION Ⅹ感動
は、2022年の開催に向けて確実
に一歩一歩動き出しています！

東京都美術館

来年は、たくさんの方々に「EMOTION Ⅹ感動」
のご案内を届けられますように・・・！！！
〈中渋谷教会〉

