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仏画教室展

侊心会

第四回

第三回 群馬教室展が去る五月の十七
日から二十日に前橋市文化会館にて開
催されました︒
前橋・高崎教室には長く通われている
生徒さんが多く︑
︱以前か
会場には沢山の力
ら物作り
関先生に入門をお許しいただいてから
作が並びました︒
などはお 七年が経ちます︒それまで仏像も彫刻も︑
会期中︑六〇二
好きだっ 技術を学んだことは有りませんでしたが︑
人もの来場者が訪
たんです ただ仏像を作りたいという一心で弟子入
れ︑地元の方をは
か︒
り
をお願い致しました︒
じめ多くの人に仏
薄田さん
実際に学んでいくと仏像彫刻は想像を
像彫刻の魅力に触
︱特に経 はるかに超えて奥が深いものだと感じま
れていただくこと
験はなかったですけど︑小中学生の頃に した︒千年以上昔の技術が何世代もかけ
ができました︒
絵画教室に行ってました︒他にはギター て練り上げられ︑現代まで継承されてき
来場者の皆様に
の制作キットを買って作ったことはあり ていると強く理解できたからです︒まだ
心より御礼申し上
ますよ︒
まだ半人前ですが︑学ぶほどに目的地が
げます︒
︱工作とかはお好きなんですね︒
遠ざかる様に思え︑しかし打ちのめされ
これから彫りたいものはありますか︒
ると同時に感動も大きく︑その気持ちを
薄田さん︱四天王を彫ってみたいですね︒ 原動力に頑張っている日々です︒
京都に通っていたころに東寺の四天王を
先生のお仕事を勉強させて頂きながら︑
見て︑その表情の迫力に惹かれました︒ ご厚意で教室の生徒様へのご指導もさせ
それも仏像彫刻を始めるきっかけの一つ て頂いております︒生徒の皆様と触れ合
侊心会 仏画教室
ですね︒特に増長天と持国天が好きで︑ う中で精神的な面でも大変勉強になって
いつか彫ってみたいですね︒
おります︒親しい方へのご供養や︑信仰
︱彫刻以外に趣味などはありますか︒
の篤い方など︑仏様への様々な想いを伺
薄田さん︱古文書が好きで︑指導員の資 いますと︑仏像とは︑ただの彫刻物では
五月の二七日から六月の二日まで︑
格も持ってます︒最初はただ読めるよう 決してなく︑実際に人々が祈り︑その想
になりたいなと思って始めたんですけど︑ いを受け止めてきた存在なのだと実感し ＮＨＫみんなの広場ふれあいホールギ
人に教えられるまでになりました︒
ます︒仏像の意義を以前より真剣に考え ャラリーにて第四回 侊心会仏画教室展
が開催されました︒
︱すごいですね︒やはり歴史のあるもの るようになりました︒
会場では普段見られない仏画の数々
がお好きなんですね︒
自分の志で始めた仏像彫刻ですが︑今
本日はどうもありがとうございました︒ は覚えるほどに︑自分で技術を得たので にたまたま立ち寄った来場者も興味深
そうに
なく︑まるでリレーのバトンでも預かっ
ているかのような気持ちになってきてい
見入っ
ます︒先生方は勿論︑ずっと昔の仏師達
ていま
や︑仏教に関わった人々の想いが自分達
した︒
まで繋がっていると考えるようになりま
来
場
した︒
者
の
皆
様
まだまだ未熟ではありますが︑後世へ
に
心
より
と繋げてゆく︑その一端を担えるよう精
御
礼申し
進して参ります︒
上げます︒
釈迦如来坐像

中目黒

今回は日曜教室に通う薄田さんにお話
を伺いました︒
︱始めたきっかけをお教えください︒
薄田さん︱もともとお寺や神社が好きだ
ったんですね︒
昔は京都や奈良によく行ってました︒
多いときは毎週のように週末京都に行っ
てお寺や神社を巡っていました︒それく
らいお寺や仏像に親しんでいたことが理
由の一つですね︒
自分で彫ろうと思ったきっかけは親が
亡くなったことですね︒いろんな理由が
重なって仏像を彫ろうという気持ちにな
りました︒
︱教室に通い始めてどれくらいになりま
すか︒
薄田さん︱もう一二年になりますね︒な
かなか上達しないですが︒
︱そんなことはないと思いますよ︒すご
いと思います︒
薄田さん︱無理せず自分のペースでやっ
てきたのでこれだけ長く続いたんだと思
います︒
これからもマイペースで続けていきた
いと思います︒
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︱彫刻以
外の趣味
などはあ
富山教室
久保 正志さん
りますか
︒
久保さん
︱俳句を
やってま
す︒通信
講座で月
四句作って送ると採点されて返ってくる
のだけど︒これが大変なんだよ︒苦しく
てやめようかと思うんだけど︑なぜか続
けてる︒
もし手の調子がもっと良ければ仏画も
久保さんは︑病気で右手が不自由にな やっていたと思う︒若い頃からずっと油
ってからも︑左手を使って彫刻をされて 絵を描いていたし︒デッサンやクロッキ
います︒
ーや水彩画もやりましたから︒
︱教室に通い始めたきっかけは何ですか︒ ︱今まで彫られたものは玄関に飾ってい
久保さん︱仏師の方の展覧会を見て興味 るそうですね︒周りの方の反応はいかが
が湧いて︑最初はこちらとは別の教室で ですか︒
習っていました︒五年ほど行っていたの 久保さん︱特にはないけど︑宗教の勧誘
ですが︒病気をしたときに辞めてしまい はすぐ帰ってくれますよ︒
ました︒回復してからこちらに通うよう ︱ご家族とかはいかがですか︒
になって︑八年ほどになります︒
久保さん︱どうかね︒兄弟たちには私が
︱昔から仏像にご興味はあったんですか︒ いなくなった後︑一体ずつ好きに分けて
久保さん︱仏像と言うより仏教ですね︒ くれと言ってます︒自分の家には一つ残
お坊さんと同じようにお経も唱えられ っていればいいと思うので︒
ますよ︒定年してから金沢にある仏教の
今彫ってる大日如来が終わったら︑次
学院に通っていました︒二年目に病気し 何を彫ろうか悩んでます︒
て辞めてしまいましたけど︑三年通って ︱そうなんですね︒これからも沢山の作
たらお坊さんになってました︒
品を作ってください︒
︱そうだったのですね︒
本日はどうもありがとうごうざいまし
久保さん︱それでも仏像彫刻はやってた た︒
と思うよ︒
︱そうなんですか︒学院は如何でしたか︒
久保さん︱楽しかったよ︒また元気にな
ったらちゃんと三年通いたいね︒
︱今まで作品は何を彫られましたか︒
久保さん︱阿弥陀様を二体︑あと釈迦如
来︑聖観音菩薩︑地蔵菩薩︑不動明王を
彫りました︒
今は大日如来を彫ってます︒
阿弥陀如来立像

羽咋教室

前多

保男さん

やっぱりみんなペーパーで磨いて仕上
げたと思うんですね︒それを︑近くでの
み跡を見せて︑大工さんが鉋掛けた後ペ
ーパー掛けたりしないだろう︑と言って
説明するんです︒本当にみんな驚きます
ね︒
︱これから彫ってみたいものはあります
前多さんは十年︑石川県の羽咋教室に か︒
通われています︒
前多さん︱実は気になっているものがあ
︱教室に通い始めたきっかけを教えて下 りまして︑家に昔︑母が買った観音様が
さい︒
あるんですよ︒私の考えですがどうも見
前多さん︱自分の仏壇に入れる阿弥陀様 たところ中国かどこかで作られたものだ
を彫りたいと思って始めました︒
と思うんです︒お顔はまあいいんですけ
以前は木彫には興味ありましたよ︑た ど︑それ以外の彫りがあまり良くないん
だ仏像には特別関心とかあったわけでは ですね︑これを直せるものなら直したい
ないんですけどね︑年とったらなんだか なと思ってます︒
そんな気になりました︒母が亡くなって 一度先生にご相談します︒
から毎日仏壇を拝んでいるので︑そんな ︱そうなんですね︒
気になったのかもしれません︒
彫刻以外の趣味をはありますか︒
︱これまでに作品は何を彫られましたか︒ 前多さん︱日曜大工はしますね︒やっぱ
前多さん︱地蔵菩薩を彫りましたね︒そ り木を使って何かするのが好きなんです︒
の後︑阿弥陀如来の本体を彫りまして︑
ただ︑彫刻と違って片付けが大変で︑
今︑その台座と光背を彫っています︒
仏像の時はちゃんと掃除するんですけど
︱仏像を彫られた感想はいかがですか︒ ね︒日曜大工は余った材料も何か使える
前多さん︱彫ってるときは無心と言うか と思うから片付かないんで困ってますよ︒
本当に余計なことを考えずに集中してや ︱そうなん
ってます︒
ですか︒
終わった後は気持ちのいい疲労感があ
阿弥陀様
りますね︒
の完成も楽
︱周りの方の反応はいかがですか︒
しみですね︒
前多さん︱やっぱりみんなびっくりしま
本日はど
すよ︒地域の文化祭にケースに入れて持 うもありが
っていったら︑最初は買ってきたものを とうござい
出すなと言われて︑自分で彫ったと信じ ました︒
てもらえなかった︒結局ケースから出し
て飾ることになりました︒

阿弥陀如来立像

椿 知世さん

見返り観音

釈迦如来坐像

おすすめ展覧会情報

東京国立博物館 本館特別４室・
特別５室
２０１９年１０月１日︵火︶
〜１２月１日︵日︶

住友財団修復助成三〇年記念
特別企画﹁文化財よ︑永遠に﹂
公益財団法人住友財団では︑文化財の維持
・修復の費用を助成しています︒
その事業が三〇年を迎えるのを記念して︑
東京国立博物館にて仏像などが展示されま
す︒
会場

会期

︱この先彫ってみたいものはありますか︒ 休館日 月曜日 ︵ただし１０月１４日
月(・休︶︑１１月４日
椿さん︱仁王像を彫る予定です︒今まで
月(・休 は)開館︶
と違って力強い︑動きのある像なので勉 時間
９ ３:０〜１７ ０:０
入(館は閉館の３０分前まで )
︱実際にやられてみていかがでしたか︒ 強になると思います︒
︵ただし︑金曜・土曜︑１１月
椿さん︱始めは︑すごく力がいるんじゃ ︱この先の目標と言いますか展望のよう
３日︵日︶︑１１月４日︵月・
ないかとか︑女性でも大丈夫なんだろう なものはありますか︒
休︶は２１ ０:０まで開館︶
か︑という不安がとても大きかったので 椿さん︱はい︑まずしっかりと準備をし
すが︑教わった通りにすればやり方次第 て︑海外にて彫刻教室を開きたいと思っ
でちゃんと出来るということが分かって ています︒仏像にこだわらず︑生徒さん
の希望を叶えていろんなものが彫れる︑
安心しました︒
︱彫刻を始めて変わったことなどはあり そんな教室が出来たらと思っています︒
︱素敵ですね︒
ますか︒
椿さん︱そうですね︒旅先でお寺を始め 彫刻をする上で大切にされてることはあ
として美術館や博物館へ足を運ぶように りますか︒
なりました︒バリ島やドイツで木彫刻の 椿さん︱毎日少しずつでも続けていくこ
小さな町を訪ねたときに現地の方に彫刻 とが大事だと思います︒そして彫刻の合
のお話をお聞きする機会が出来て︑文化 間に軽くストレッチをするようにしてい
ます︒
を理解する上で勉強になりました︒
︱これまでに作品は何を彫られましたか︒ ︱なるほど︒
皆さん仏教ってどう思いますか︑微
これからも頑張ってください︒
椿さん︱聖観音菩薩︑釈迦如来︑バラの
妙
だと思いませんか？
本日どうもはありがとうございました︒
パネル等を彫りまして︑今︑見返り観音
実はこの微妙という言葉︑お釈迦さ
を制作しています︒
ま
の教えを表す言葉として経典中によ
く出てきます︒もともとはみみょうと
読んで︑その良さや美しさが繊細で言
葉に言い表わせないという意味なんで
すね︒最近ではあまり良い意味では使
われない微妙という言葉︑本来は最高
の誉め言葉だったんですね︒
お釈迦さまの教えはまさに微妙なん

絵・文 内弟子 青木 斉
です！
︵Ｙｏｕｔｕｂｅで仏教豆知識と検索していただ
きますと動画の解説がご覧いただけます︒︶

仏教豆知識

学 院 生

学院の上級応用課程で学ばれている椿
さんにお話を伺いました︒
︱学院に入ったきっかけや動機を教えて
いただけますか︒
椿さん︱以前︑私は仏教についてあまり
関心がなかったのですが︑チベット人の
友人達とルームシェアしてたことがあり
まして︑彼らがリビングルームに小さな
祭壇を作り︑金属製の仏像やタンカとい
う仏画を飾っているのを見て︑仏教に対
して関心を持つようになりました︒
その後︑京都や比叡山に行って日本の
木造の仏像も素晴らしいなと︑再認識し
ました︒
その一方で︑私が幼少のころ︑祖母が
自宅で手芸の先生をしていました︒いつ
も楽しそうに生徒さんに教えている祖母
を近くで見ていて︑自分もいつか手に職
をつけて生涯続けられるような仕事をし
たいとずっとあこがれていたんですね︒
そんな中で仏像の素晴らしさに触れて是
非この技術を身に付けたいと思いこちら
に入学しました︒

薔薇パネル

見返り観音

