
　棚の上には子どもが抱えられるくらいの大きさのカメやゾウ、天井にはペガサスやプテラノドンが飛び、壁面には色とりどりのバラが掲示物を彩って

いる。富士市立西図書館の児童書コーナーは、子どもだけでなく、大人も笑顔になる温もり溢れた空間だ。「折り紙の図書館」としても知られるこの西

図書館で、折り紙講座の講師を務める寺尾洋子さんは、「富士市は紙とバラのまち。富士市の人がみんな、バラを折れるようになったらいいですね」と、

折り紙を手に笑顔で語る。アートとして認識され海外でも愛好家を増やしている折り紙は、人工衛星の太陽電池パネル開発のヒントになるなど、工学的

要素も多分に含んでいる。日本の伝統文化の一つでありながら誰でも気軽に楽しむことができ、アーティストから科学者まで夢中になる折り紙の世界。

手の動きで見る人を魅了し、折り紙の奥深さを穏やかに語る寺尾さんの姿は、手仕事の温かみ、そして無心になることの楽しさも伝える。

てらお  ようこ
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「みんなの折り紙」　寺尾 洋子

いて、ペガサスなど日本とは一味違った折り紙が紹
介されています。それから手のひらに乗るような動
物をたくさん作りたいと思うようになりました。」

創作活動もしていらっしゃいますね。

　「大学以降は関西を拠点に大学や専門学校で教鞭
をとっていましたが、体調を崩してしまい、2009年
に地元へ戻ってきました。無理はせず好きなことだ
けやろうと、絵や英会話の勉強、そして折り紙をす
るようになりました。本を見ながら折り、たくさん
できると富士市立西図書館に持っていき、欲しい方
に持って帰ってもらうようにしていたのですが、それ
が縁で図書館から折り紙講座の講師の依頼があった

子どもの遊びというイメージが強い折り紙ですが、
現代折り紙は美術作品のようですね。

　「現代折り紙は作者がはっきりしていて、とても緻
密で芸術性が高く、子どもには折れないものが多い
んですよ。鶴、風船、兜など、一般的に知られている
のは江戸時代から伝承されてきた折り方で、作者不
詳のものが200種ほどあります。江戸時代、紙は貴重
なものでしたし、当時の本でとても複雑な連鶴の折
り方が紹介されていることからも、折り紙が大人の
遊びだったことがわかります。子どもの遊びだと思
われるようになったのは明治以降です。戦前は折り
紙も義務教育の必須科目の一つでしたが、戦後は学
校教育で折り紙をほとんど扱わなくなってしまい、
保育園や幼稚園で使う印象が強くなったので、子ど
もの遊びというイメージが定着したんでしょうね。」

寺尾さんが折り紙と深く関わるようになったきっか
けは？

　「折り紙は保育園のころから大好きでした。保育時
間後、部屋の掃除を手伝うとご褒美に折り紙をもら
えたので、バスの時間まで遊んでいました。夢中に
なりすぎて乗り遅れ、母に迎えに来てもらって叱ら
れたこともあるんですよ。小学５年生のときには一
人で千羽鶴を折りました。願掛けや誰かのために折っ
たのではなく、ただやってみたかっただけなんです。
折った鶴をお菓子の空き箱に入れて、50羽になった
ら糸でつないでいく。それが子どものころの大作で
す。中学・高校時代は編み物に夢中でしたが、大学
院生のときに折り紙の本があることを初めて知り、
修士論文で煮詰まったときなどに折り紙に没頭し、
現実逃避していました（笑）。さらに折り紙の専門雑
誌で、数学者・川崎敏和博士の創り出した本物そっ
くりのバラ『川崎ローズ』を知りました。一枚の折
り紙で立体的なバラが折れるんです。また、外国で
も折り紙の本が出版されていると知り、当時はまだ
今のようにパソコンやインターネットが普及してい
ない時代でしたが、大学の研究でパソコンを使って
いたこともあり、インターネットで英語の本も入手
しました。海外では折り紙はアートとして浸透して

んです。『折り紙の先生』と呼ばれるからには自分の
オリジナルの作品があった方がいいと思い、試行錯
誤しながら創作した最初の作品が『ウサギ』です。
これまでに生み出したオリジナルは、たい焼き、か
んたん鶴ドラゴン、ダルマ、干支の動物など、40作
品ほどあります。最新作は雪をまとった富士山の前
に鶴が飛ぶ『富士に鶴』です。創作するときには、
まず作りたい完成形をイラストに描き出すんですが、
絵にできるものはだいたい作ることができるんです
よ。折り紙には、鶴や凧、風船などの基本形という
ものがあって、それを組み合わせることによってさ
まざまな形になりますし、頭の中に展開図が浮かぶ
んです。私が目指しているのは、伝承折り紙より
ちょっと難しくて、鶴ができれば作れるくらいのも
のです。ここ４年ほど、地元紙の富士ニュースが年
の初めに干支の折り方を載せているんですが、見た
人が作ってみたくなり、折り図を見てやってみよう
と思えるくらいのものがちょうどいいのでしょうね。
今年の干支のねずみも好評で、折り方と作品を展示
していた西図書館には問い合わせも多かったと聞い
ています。作品を創ろうと思い立ってからできるま
でに時間がかかるときもありますし、朝起きたら突
然閃いたなんてこともあります。創作そのものより
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も、創作したものを再現できるように図で表す方が、
私には面倒で時間のかかる作業です。誰が見てもわ
かるように工程を図にしていくのは至難の業です。
しっかりファイルしておかないと忘れてしまうこと
もあるんですよ（笑）。」

寺尾さんにとって折り紙の魅力とは？

　「私はとにかく手を使うことが好き、手仕事が大好
きなんです。芸術というのは唯一無二のものですが、
折り紙は折り図を見ながら折れば誰でも再現できま
す。そのため著作権で保護されるようないわゆる創
作的表現ではないと見なされることもありますが、
私は再現を可能にする折り図こそがアートだと思う
んです。一つのものを仕上げるためには、集中力も
要しますし、失敗したらやり直すというプロセスも
あります。自分でどういうものを作りたいのかを計
画し、その過程を考えて挑戦してみること。失敗し
たら、どこがいけなかったのかを遡って見直すとい
うプロセスを簡単に体験できるのも折り紙です。折
り図を見ながら折ろうとしても、なかなかできない
ことは多々ありますし、失敗してやり直すのにはか
なり工学的思考が必要です。数学など、理系の博士
に折り紙の愛好家が多いんですよ。また、折り紙は
作ってみようというチャレンジ精神を発揮でき、試
行錯誤が経験できるとても身近な素材です。折り紙

というと、手のひらに乗るような作品を思い浮かべ
る人も多いかもしれませんが、巨大な作品もありま
す。紙のサイズを変えることで見る人をびっくりさ
せることができます。富士は紙のまちなので、地元
の製紙関連企業にご協力いただいて、特殊なサイズや
素材の紙を使うこともあります。これまでの常識を
ひっくり返すような体験が、新しいアイデアにつな
がる。そういう体験ができるのがアートであり、だか
らこそ折り紙を楽しむ人はアーティストなんです。
ただ、どんなに素晴らしい作品であっても、紙なの
で握ってしまえば潰れます。その儚さもまた折り紙
の魅力です。小さな子どもが作品をクシャッとやっ
てしまうことがありますが、それはそれでいいんで
す。そういう経験を通じて、世の中には触ったら壊
れるものがあるとわかりますし、自分がしたことで
きれいなものが壊れてしまったと気づくのも大切だ
と思います。」

まだまだ折り紙の世界は広がっていきそうですね。

　「私が折り紙に夢中になったきっかけもバラでした
が、バラを折りたいという人はとても多いです。ぜ
ひ一人でも多くの人に折れるようになってほしい、
折り紙のバラを普及させたいと、仲間と『折ろ～ず』
という折り紙活動グループも立ち上げ、もっと簡単
にバラを作る方法や、オリジナルの折り方を考えて

います。図書館の講座などではスタッフや私がお手
伝いするので、鶴が一人で折れれば参加できますが、
机やテーブルなどの台を使わずに空中で鶴が折れる
ようになると、バラやワンランク上の難しい現代折
り紙にも挑戦できます。折り紙は身近で気軽に楽し
めるものでありながら、歌舞伎や日本舞踊のように
『知っているけど、できない伝統芸能』になってきて
いる気がします。大人の遊びとしても、もっとたく
さんの人に楽しんでほしいですね。折り紙を楽しむ
人が増えたら、私もますます楽しくなりますから
（笑）。」

Title＆Creative Direction/Daisuke Hoshino
Text /Kazumi Kawashima

Photography/Kohei Handa

手からはじまる創造体験

富士市富士町20-1　TEL：0545-64-2110

富士市立西図書館

3/20（金・祝）10:00～11:30
『大きな紙で恐竜を折ろう』

3/19（木）まで開催中　（月曜・第 2 金曜休館）
　火～金  9:30～19:00　土・日  9:30～17:00

折り紙ユニット・折ろ～ず 第３回展
『夢折薔薇園 II』

【折り紙講座】

【展示会】

4/18（土）・25（土）10 :00～11:30
三澤寺（富士宮市大鹿窪332）

4/4（土）・11（土）10:00～11:30
法泉寺（静岡市清水区八木間町574）

https://fujiyama.plusterrace.com/

プラステラスフジヤマ2020

『縄文の里で土偶を折ろう！』

『親子で大きなゾウを折ろう！』

左から『ペガサス』『ゾウ』『ドラゴン』（手前の鶴が通常の折り紙サイズ）

展示会・講座情報







富士市本町16-6-2F　TEL 0545-61-4000
かみやー潤天堂

受付 10:00 ～ 18:30 日曜・祝日定休
臨時休業あり 隣接駐車場あり

旧国一GS

富士
第一小

開智塾

↓富士駅

かみやー潤天堂 検索

かみや
潤天堂
かみや
潤天堂

ガストガスト

静岡中央銀行静岡中央銀行

富士パーキング富士パーキング

富
士
本
町
通
り

（旧 薬局ファーマシーかみや）

鼻づまりでにおいがわかりにくい、頭が重い、
咳が出る、鼻水がのどに流れるなど、嫌な症状
におすすめのホノミビスキン。
炎症を鎮め、殺菌や膿の
排出に働き、鼻づまりの
諸症状を改善してくれる
専用漢方薬です。

つらい鼻づまりを漢方薬で解消！

ご希望の方はお気軽にご相談ください。ご来店
が難しい方は郵送にも対応いたします。また、
各種漢方薬のご相談も承っております。
　　　　　　　　　　　　　　　店主  神谷

ホノミビスキン

キャッシュレス決済５%還元中！（VISA・master・PayPay）
当店は「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象店舗です

45カプセル： 1,760円 240カプセル ：7,650円（各税別）

富士市島田町1-94
便利サービス

0120-190-441　受付時間 9:00～18:00
年中無休　駐車場あり

http://benri-service.net/便利サービス 検索

～他にも家のお困りごとなら何でも～
不用品の処分 倉庫の清掃作業

代表・市川 エアコンの設置・撤去・クリーニング  など
水廻りのトラブル 引越しのお手伝い

お引越しが決まったら

《基本料金》

見積り無料
年中無休

土日も同料金
賠償保険加入済

スタッフ１名１時間 につき
3,000円（税別）+出張費

忙しい年度末、ご家族・単身・オフィスの引越しを梱包
から運搬、各種清掃作業まで、トータルに承ります。

かつ政

ミニストップ

R139

便利サービス便利サービス 島田公園島田公園

うな政うな政

富士警察署富士警察署

富士市吉原 2-2-10　TEL 0545-53-5575
シードルフィン

営業時間 10:00 ～ 20:00
水曜定休

御幸町
交番

トンボヤ
吉原商店街

シードルフィンシードルフィン
吉原中央駅吉原中央駅

清水銀行清水銀行

吉原屋吉原屋

市営駐車場市営駐車場

シードルフィン 検索 https://cdolphin.jimdofree.com/

シュークリーム 180円１個 （税別）

ホワイトデーの贈り物に

富士市津田町 101-1　TEL 0545-52-2525
レクアシォン

11:30 ～ 13:30 (L.O)  17:30 ～ 21:00 (L.O)
月曜・第２火曜定休　駐車場あり

DADA

ホワイト
パレス

不二家

かつ政

うな政
旧国一

レクアシォンレクアシォン

セブンイレブンセブンイレブン救急医療
センター
救急医療
センター

https://www.lequation.jp/レクアシォン 検索 全席禁煙

フレンチで彩る歓送迎会

グリーンアスパラ ポーチドエッグ添え
ランチ
ディナー 平日限定レディースディナー

フルコース
シェフお任せフルコース
スペシャルフルコース

3,000

6,000
8,000
10,000

1,800円 ・ ・ ・3,000円 4,200円 6,000円
円

円
円
円

・・・

・・・・・・・・・・・
ハーフコース 4,500円・・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

※ テーブル個室（12～16名様）  全席貸し切り（30～44名様）
※ 上記価格はすべて税別です



日時：毎月１日（元日を除く）10:00～　　会場：吉原商店街
駐車場無料開放：9:30～15:00（虹いろ～どパーキング／天神社東本町駐車場）

問い合わせ：吉原商店街振興組合  TEL 0545-51-5227
　　　　　　https://yoshiwara-shoutengai.com/

吉原宿 一の市

吉原宿 一の市新鮮野菜・お弁当・地元の名産品も！イベントイベント
行ってみ

た
行ってみ

た

　定期的に何かしらのイベントが催されている商店
街。新鮮野菜やアウトレット商品、ふだんはなかなか
お目にかかれない品々が並ぶ富士市・吉原商店街の
『吉原宿 一の市』は、1月を除く毎月 1日に開催され、
ファンも多い。懐かしい味、地元の名産品、限定品
を求めて、買い物目的で一の市を歩いてきた。

　まず買おうと思っていたのが、学校給食名物の『サ
イダーかん』。富士市のオリジナルデザートで、子ど
もたちにも大人気。大人にとっては懐かしい味だ。
商店街のちょうど真ん中の南側、東海道表富士の店
舗の前に、味付けがんものサンドイッチ『がんもいっ
ち』と並んでサイダーかんを発見！世代によって馴
染みの色に違いがあるようだが、グリーンとブルーが

並んでいる。とりあえず２色とも買い込んだ。

　「ここでしか買えない砂糖があるのよ」と教えてくれ
た方についていくと、野菜と並んで……砂糖。富士市
大淵の方が作っている砂糖で、奥さんが奄美の出身
なのだという。販売は一の市のみとのことで、買って
いく人は２～３袋まとめ買いしていく。この砂糖を
使い始めたら、ほかの砂糖は使えないというファン
もいるほどの名品のようなので、私も１袋購入。

　残念だったのは、完売だった田子の月のブース。
とにかく大人気で、いつも行列ができているのだと
か。バームクーヘンのみみ400円、カステラ10個で
500円と、アウトレットとはいえ、お得な価格に驚く。 

売り子さんが「バラバラになってしまったものが少
し残っているので、試食していってください」と、
買えなかった人たちに振る舞ってくれた。

　このほかにもお弁当やお総菜のブースが並び、商
店街のお店も一の市に合わせて割引セールをしてい
る。日ごろ忙しく通り過ぎてしまう商店街だが、歩
いてみると発見もあり、ワクワクした気分になれる。
一の市の日は駐車場の無料開放もあるが、近くには
岳南電車の吉原本町駅やバスの吉原中央駅がある。
公共交通機関を使って歩くのも、いい運動になった。

　次の開催は春真っ盛りの4月1日。季節の野菜や
山菜、春らしいお菓子、そして定番の品々も。春休み
の遠足気分で商店街を歩いて、お弁当を調達したら
公園でお花見を楽しむのも良さそうだ。

　　　　　　　　　　　　 （ライター／川島和美）

スイス・バーゼル在住のミハエルさん・智美さんご夫妻

　２月中旬、新型コロナウイルスの問題で海外から
の観光客が減少しているといわれる中、はたして取
材に応じてくれる外国人に出会えるだろうかと心配
しながら訪れてみた富士山本宮浅間大社だったが、
なんと今回は現地到着からわずか３分、最初に声を
かけたカップルにインタビューすることができた。

　「女性はアジア系の方かな？」とは思いつつ、とり
あえず英語で話しかけたのだが、インタビュアーの
貧相な英語が聞くに堪えなかったのか、30 秒ほど
経ったところで「あ、私日本人です」と助け舟を出し
てくれた。この時の安堵と嬉しさたるや、例えるなら
ば海外の旅先でテレビをつけたらたまたま国際衛星
放送で NHKの『おはよう日本』が流れていて、久し
ぶりの日本語に触れた時と同等の感動値である。

　当コーナー初となる日本人の方への取材となった
が、話を伺ってみると、とても素敵なストーリーが
浮かび上がってきた。お二人は結婚２年目の夫婦で、
スイス出身のミハエル・シャードさん（42歳）と妻の
金子智美さん（30歳）。スイス北西部の都市・バーゼ

ル在住で、今回は富士市出身の智美さんの帰省を兼
ねて、日本に３週間滞在しているという。３年半前
にミハエルさんが日本を旅行中に知り合ったという
ので、てっきりこの富士山周辺かと思いきや、意外に
も「広島県の尾道で」とのこと。現在は銀行で法律関
係の業務を担当しているミハエルさんは根っからの
旅行好きで、１年半にも及ぶ世界一周旅行の途中で
訪れた日本で尾道に滞在していたところ、友人を訪
ねて旅行中だった智美さんと夕食の席で偶然出会っ
たそうだ。なるほど、婚活中の方は今すぐにでも尾道
に行った方がいい。もちろん出会いは自己責任で。

　智美さんと知り合う前から親日家だったというミ
ハエルさんは、なんと７回目の来日。今回の滞在で
は智美さんの親戚や友人に会う目的もあり、名古屋、
大阪、北海道などを訪れる予定とのこと。浅間大社
は初めてなのだろうかと疑問に思い尋ねたところ、
「私たち、ここで挙式したんです」と、驚きの事実が。
日本とスイスで２回結婚式を挙げたそうで、後日送っ
てもらった写真には、まさに両国を象徴する最高の
ロケーションで微笑むお二人の晴れ姿があった。

　国際結婚のお二人に、生活の中で感じた文化の
違いについて聞いてみた。ミハエルさんが挙げたの
は、温かい便座でお尻を洗ってくれる日本製のトイレ。
今でこそ快適に感じるが、初めて座った時は「この
温かさ、きっと僕の前に誰かが長時間座っていたに
違いない」と思ったらしい。一方、それまで何の縁も
なかったスイスで暮らすようになり、現在もドイツ
語を猛勉強中という智美さんが最もカルチャー
ショックを受けたというのが、多くの日本人が戸惑
う「定番ネタ」ともいえる、ハグとキス。国際情勢に
は感度が高い反面、人見知りで内向的な国民性とも
いわれるスイスの人々は、そのぶん一度親しくなる
とものすごく距離が近くなるそうで、「隣国のフラン
スやドイツは２回なのに、なぜかスイスの人は３回も
するんですよね」と智美さんは苦笑い。その理由を
ミハエルさんに聞くと、「だって２回よりも３回の方
が仲良しだから」と、正論のような、そうでもないよ
うな、絶妙な答えが返ってきた。ただ、間違いない
のはお互いの一番の魅力は「優しいところ」と口を
揃えて答えてくれたお二人の仲睦まじさに、ハグの
回数は関係なさそうだということだ。

日本とスイスそれぞれの思い出の地で結婚式を挙げたお二人（ご本人より提供）
【左】富士山本宮浅間大社　【中央】エッギスホルン・アレッチ氷河
【右】今回の日本滞在では北海道・ニセコのスキー場でパウダースノーを満喫
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かりん糖の和田屋

岳南電車吉原本町駅交差点の角に移転しました

【かりん糖の和田屋】富士市吉原2-10-16 ラクロス吉原1F

チョコ・抹茶 ２種セット ５名様 ペア５組 10名様

和チョコかりん糖セット

63 必着

応募方法

（月）3月23日

奇石博物館

不思議がいっぱい「石の世界」へ

【奇石博物館】富士宮市山宮3670

入館ご招待券

当選者の発表は賞品もしくは引換券の発送をもって
代えさせていただきます。引換券から各賞品への
交換は店頭にてご当選者様ご自身で行なっていた
だきますので、ご了承ください。

いただいた感想等は、公式ウェブサイトで
匿名で紹介させていただく場合があります。

① 希望賞品名 ② 氏名 ③ 年齢  ④ 〒住所  ⑤ 電話番号 
⑥ 「Face to Face」の入手先  ⑦ 「Face to Face」へ一言
（今月号の感想、面白かった記事、紙面全般への
ご意見・ご要望、今後取材してほしい人など）

下記の内容をご記入の上、ハガキまたはメール
にてご応募ください。（宛先はページ下参照）

　子どもの頃につくった折り紙などほぼすべて忘れてし
まいましたが、鶴だけはきちんと折れます。きっと千羽
鶴のおかげです。反復作業によって身につけたことは、
頭ではなく手が覚えているということを、私たちは経験

的に知っています。手先の感覚に集中すると、心はだんだん無になってく
る。だから手作業は楽しいのです。
　趣味としての折り紙の世界は、想像していた以上に奥深いようです。誰
も真似できないような緻密さで人を魅せる大作折り紙の方向性もあります
が、寺尾さんの折り紙は、思わず目をひく完成形のユニークさと、練習す
れば自分でもなんとかつくれそうなフレンドリーさを兼ね備えた、みんな

のための折り紙。簡単じゃないけれどチャレンジしてみようという気にさ
せます。つくって楽しく、完成したときの達成感があって、眺めて存在感
がある、そんな新作折り紙をデザインできる創造性が、寺尾さんが「アー
ティスト」である所以です。
　根底にあるのはたぶん、人を感心させたいとか日本文化を守りたいと
いった動機よりもずっとシンプルで、「ただただ手を動かしているのが好き」
なんだと思います。そしてその喜びをみんなで共有したいという思いが込
められているから、寺尾さんの折り紙はやさしい折り紙なのです。

　　　　　　　　　　　　　　 　　Face to Face 編集長　星野 大輔


	1-8
	2-7
	3-6
	4-5

