I began making art from paper in 1992, that is, after my
marriage. I married a Buddhist priest, and came to live in a Zen
temple in the countryside of north-eastern Japan.
The year after our marriage just happened to be the fiftieth year
after World War II, so there were many memorial ceremonies
for fallen soldiers around that time. As a result, I spent many
days without working on my art, nor thinking, nor even going
far out of the temple, but just taking care of customers and
guests, cleaning and cooking for the temple.
Living this way, I experienced for the first time a feeling of “connection” to the many things and people who
came and went in my life each day. In particular, newspapers, letters, and various wrapping papers were
passing in front of me all day long, without interruption, each and every day. I used to make art work from
cloth, so it might be that I am fond of such fibers to begin with, but among all those paper, I picked up the
papers used to wrap offerings to Buddha. Because those papers were durable material and beautiful color.
And I began to consider how to make art works out of those wrapping papers. But I wondered how I could
work without any concentratable free time or even a workshop space, living as I was in the temple. I realized
that it would have to be something simple and repetitive. In the end, I decided that I would make “koyori”
pieces in the spare moments I could carve out of each day. With no particular plan in my mind, I just worked
at it, day by day, like keeping a diary. It only takes about 20 seconds to roll one paper for “koyori”, and they
don’t take up much space, so I could see that this method and material suited my living conditions quite well.
As I worked with the paper that I gathered from many different sources, I began to imagine the reactions of
the people that would come into contact with the paper after it left my hands as a work of art. Nowadays, I
can even hear the paper say, “We are the embodiment of your time, your spirit , and even your encounters.”
“We are the embodiment of your discontent, your prayers and your dreams. We are the embodiment of you.”
In this way, I feel that my koyori works represents not just me in this way, but the common feeling of all
mankind in the human community.
For most people, it is not necessary to make art in order to live. However, for me, it is the only way to make
sure that I am living. So, it is my hope that you will not just “view” the exhibition, but rather that my works
will appeal to your senses and that it might resonate with you on a deeper level.
January, 2005 Tomoko ISHIDA
紙を使った制作は、１９９２年
くらいから始まりました。そのき
っかけは、結婚にありました。
生活の場は東北の山間部に
ある禅寺。結婚の時期も丁度
戦後５０年頃で、法事が多くとて
も忙しい毎日でした。日々何か
形あるものを創るわけでなく、思
考するでもなく、ただただ大勢の方の接客と境内掃除・食事支度に
明け暮れておりました。そして、結果的に殆ど外出することもない生
活になっていました。
そうなってみると、外から来る人や物の動線みたいなものを感じはじめ
たのです。毎朝必ず届く新聞、郵便物やいただきもの等、途切れる
ことなくやって来ては消えていきます。私の周りでいつも物が動いてい
るのです。もともと布を使って制作していたからでしょうか、繊維素材
の動きが気になり、お供え物の包装紙に目がとまりました。この使用済
み包装紙達はとても丈夫で色が豊富でした。この紙を使って何か創
れないか、と考えていましたが、集中力が必要な作業、場所を取る
作業では、私がこの寺で暮らすということが成り立たないのです。そ

こで考えたのが、単純な作業の繰り返し。最初はどうなるのか見当も
つきませんでしたが、日記を付けるように、一瞬々々の私を刻みこむよ
うに紙縒を作りはじめました。
紙縒なら大量に作っても保管に場所を取らない、一作業が十数秒
でキリがつきます。というわけで、その時の条件を満たしたかたちで
の制作が始まったのです。さまざまな処からやって来た紙が私の手の
中で縒られ、そしてその創られた紙縒が手を離れ、新たに人と出会
ったり、また私に語りかけるようにもなりました。
「我々はあなたの時間そのもの、心そのもの、そして様々な出会い
そのものなのです。」
「私達の中にはあなたの全ての不平も、祈りも夢も、つまりあなた全
てが含まれているのです」それらはけっして一様でなく特定の私を表
しているのではなく、全ての人々に共通する何ものかをあらわしている
ように感じました。
作品を制作するということは、生命を維持するのには全く不要の行
為です。しかし私にとっては、日々のあらゆる自分を確認する行為で
あり、またそれを発表するのは、出来上がった物を見て頂くというよりも、
むしろ今見てくださっているあなたと「共鳴したり、共振したり」した
いという思いからなのです。

Fragrant Forest ／ 2000
香りの森

300,000 paper strings tied together as to be a
neuron. You become aware of the fragrance of
forest and the sounds of nature through the tree
like forms.
For my art work, it's quite important to coexist
with my daily life. Time, materials, and space, all
should be come together with my life. For example,
when I began to make this work, it's difficult to
get enough time, so that I needed to aim at simple
refrains of brief stroke which is easy to begin and
easy to stop anytime. I hoped also not to need
specific materials, tools, or space. If I could use
trash of my daily living, it's most convenient for

me. All the people need housework to live anyhow,
anywhere. I happened to marry with a vice-priest
of a Zen temple, so that the space and the people
to be kept by my housework increased suddenly.
House keeping work has also a creative aspect like
art work, however it's rapidly destroyed just after
completion. Dishes are ate so quickly and rooms
become dirty again. One day I felt tired physically
and mentally of these endless work, but I noticed
later that it's not same and it might be the basic
meaning of my daily life. The endless repeat of my
hand strokes became comfortable and joyful, while
I'm unaware of it. I began to feel a kind of joy on
the change itself of the materials in my hand.

Toshifumi YOSHITAKE :Perfume Designer /
Munetaka TANAKA : Architect of Sound

KANKAKU MUSEUM in miyagi / JAPAN

30 万本の紙縒り
（こより）
で構成された、
柔らかな質感の空間です。
樹林に見立てた柱 7 本に穴が開いており、顔を入れると岩出山の自
然をもとにした香りや自然の奏でる音が広がります。

かと思えたのである。いつしか私にとっては、この短い単位時間の
単純な繰り返し作業が、時間の有無に関係なく快いものになってい
った。私は自分の手の中で巣材そのものが変化していくことに、なに
か分からない喜びを感じていたのである。それは、単純な行為の繰
り返しそのものが持つ宗教性、儀式性、恍惚であるのかもしれない。
なにしろそれは、1 ピースの力でもなく、また集合体としての迫力の
せいでもない。また私という「我」による喜びでもないような気がする。
不思議な行為になりつつあるのだった。考えてみれば「虚仮（こけ）」
という仏教語のとおり、変化しつづけるこの世界の、さらに末端とも
いうべきうたかたの姿が私の手の中にある。紙たちはなんらかの役目
を終え、またどんどん変化していく途中に私とかかわってくれるのだ。
時には変化のスピードが変わったり、あるいは方向が少し変わったり
もする。しかしいずれにしても私の手には変化そのものが実感として
ある。そして勿論、紙の変化よりもダイナミックな変化が日常の中にお
こる。変化の只中で変化を紡ぐような虚仮なる行為が、まるで飾りを
とり、衣服を脱いで裸になっていくように感じるのは何故だろうか。そ
の行為がいつしか私の真中にあって、たとえ寒風のような変化にも暖
として私を支えてくれる。そんな気がするのである。かよわきものの
強さ、動中の静、変化の中の安定、虚仮の背後の実相、そんなこ
とを感じて頂ければ無常の幸せである。

私の作品制作にとっては、時間・素材・制作場所など全てが日
常生活の営みと共存できることが重要であった。たとえばこの作品
を作りはじめた頃は、まとまった長い時間がとれないため、いつで
も始められていつでも止められる短時間での単純な作業の繰り返し
が、必然的に模索されたのである。特別な素材、道具、場所など
が要らないことも大切な条件で、生活で要らなくなったゴミなどを使う
ことができれば、材料を用意する時間も手間も省けて好都合なので
ある。人が生きていくかぎり必ず家事と云われる作業が必要になる。
ある時期から、たまたま私は寺という場所で暮らすことになったため、
建物も敷地も普通の家より遙かに広く、共に生活する人々も多くなり、
したがって掃除や炊事などの家事も膨大になってしまった。家事は、
制作のように何かを構築していく方向をもってはいるが、できたと思っ
た瞬間から逆戻りしていく。つまり料理をすれば食べてなくなり、きれ
いにしてもまたどんどん汚れていくのである。このいつまで経っても終
わらない繰り返しのような作業に、あるとき私は精神的にも肉体的に
も疲れてしまった。しかしまた突然、その同じと思えた作業が毎回同
じではないことに気づき、これこそ人生の根本的な味わいではない

Colllective Unconscious ／ 2002
集合的無意識

The Uncoscious mind area which all the mankind
has in our deep bottom where keeps every
impessions of actions and thoughts.

which occured around me. She seemed like saying
that something great looking at me anytime, so I
should trust it.

I received the invitation of this exhibition two years’
ago, and until now I experienced an unexpected
matter. That is my mother’s death. For everybody,
mother might be the dearest being, but I thought it’
should be special for my case. What happened to my
precious mother who lived with pure heart ? Why
God or Budha could’t save her ?
I talked to myself many times and I struggled
without any answer.

I thought that I need belief and resolution. They
are after all, the promise with myself without any
assurance, aren’t they ? The Bible says “Unless
a grain of wheat falls into the earth and dies,
it remains by itself alone. But if it dies, it bears
much fruit.”(The Good News according to John
chapter12-24)
I read this phrase by quotation on the book by an
Japanese Zen master named Sokou Morinaga. That
phrase often encourage me and telling me to be
resolute and to study everything.

Seeing her at the hospital, I concerned her weak
breathing day and night. I was occupied with deep
grief and anger to somethig what I don’t know
clearly. However, one midnight at the bed side, I
suddenly noticed that I was suffered from myself.
My grief, my anger, my anxiety, my repentance, all
of them are my belongings, aren’t they ?
Though I was upsetting like that, my mother herself
was quite calm, without tears, shouts or anger, even
after the notice of her cancer. I’ve learned from
my mother that I shoud accept any matters as it is

The exhibition was held around the first
anniversary of my mother’s death. I promised to
my mother by this work to start again from the
first step. So that the figure looks like our Chinese
charactor “1”. This might be my compensation for
my mother. I wish all of her emotions at the last
period of her life could be purified in the warm light
like this work, together with my emotions at that
time.

the scene looking down

the scene looking up
すべての人間の心の奥底にあると思われる無意識の領域。無始
以来の人間のあらゆる行動や思考の、その印象が保存されていると
云われる。
この展覧会をお受けしたのは、会期の約２年前。その間に、その
時には予想もしない出来事が起こった。母の死である。親というのは、
誰にとってもかけがえのない存在であろうが、私にとっては「私の場
合は格別」と言いたい程であった。「なぜこんな事にならなければな
らないのか。」
「母ほど清く生きた人なんてそうそういない、
その人が・
・
・
どうして病気になってしまったのか」「神も仏もあるものか」自分の悲
しみと行き所のない怒り、
、
、
、何度自問自答しても納得できる答えなど
なかった。
看病しながら、いつ止まるとも知れない母の呼吸に私は全神経を
注いでいた。昼も夜もなかった。自分と他との境もなく、ただただ悲
しみと怒りに占領された塊のようになっていた。そしてある深夜、母
の寝息を聞きながら、気付いた。その塊の根元は、何より私の心を
占めていた私自身の感情だということだった。私の中では、私だけ
が悲しんでいる。怒っている。不安におののいている。「ああでもな
かった、こうでもなかった、こうすればよかった、できなかった・・・」

と過去のある断面を切り取っては思いが渦まいていた。つまり、私
は私に占領され自分のことしかなかったのである。
当の本人である母は、告知を受けても泣きも叫びもせず、怒りも
せず、一貫して静かだった。私は、そんな母から「自分の周りに起
こったことは全てありのままを受け入れる」ことを学んだ。「お天道様
は、見てござる。おまかせしなさい。」と言われているようだった。
「信じる」こと、また「志を立てる」ということは、先になんの確
約もないところで、自分と約束することのように思う。看病中何度も読
んだ盛永宗興老師の御本の中に『もし一粒の麦が地に落ちて死な
なければ、それは一粒のまま残る。しかし、死ねば豊かに実を結ぶ。
：
ヨハネによる福音書・１２章２４節』という一節があった。「覚悟しろ、
そして学べ」といわれているようで、今でもしばしば思い出される。
展覧会期は、亡くなった母の一周忌とほぼ重なった。私は一周忌
を前にこの作品で新たにスタートすることを母に誓った。そのため作
品は「初めの一」の姿になった。これは、何もできなかった私のせ
めてもの償い。あまねく暖かい光を受けて、母の末期の感情が私と
ともに全て浄化されて欲しいと願う。

Being Unlimited Relations ／ 2005
一切の中の「一」

The most important matter what I’d like to express
by this work is so-called ‘OTAISETSU’. This
term is not popular even among Japanese, but
it’s unforgettable for me after when I watched on
the school text in my hightschool days. It said,
‘OTAISETSU’ is the first Japanese transulation
from English ‘love’.

sure joy at that time. I cannot help thanking for
something. In this way, I realized the real meaning
of ‘OTAISETSU’. I’m sure to be ‘OTAISETSU’. It

Anybody sometimes falls into helpless situations,
for example, by repeated failures, feeling of
depression, or by loss of intimate person. At that
time, we cannot find ourselves as the being of
unique value, so that we might feel lonliness.
Nobody to talk with, to understand us, and
sometimes we might find ourselves meanless to live
here and live along. people feel such sufferings
maybe many times through our life time.
When I was in such situation, I suddenly felt
Buddha’s phrase falling down to me. It said,
‘Tenjou Tenge Yuiga Dokuson.’ which means ‘ I am
only the respectable being between this heaven and
earth. All the possibilities exist in myself.’ . Then
I felt any person at any time in any place, is all
valuable without any limittation.
We, this indivisual being, live in exceeding
relationship with many things and people. Neither
the beginning nor the end of it, we don’t know.
And I felt myself living in infinite relationship. No,
I’d rather say I’m being fostered, than I’m living.
That feeling brought me the highest and the most

is quite essencial way in our relational life.

今回の作品で一番表現したかったことは「御大切」ということ。人
が生きていく中で、その深さはいろいろ有ったとしても、何をしても上手
くいかない、自分の意志通りに動けない環境にはまり込んでしまう、ある
いはかけがえのない大切な人を失うなどして、自分の存在価値を見い
だせなくなる時があります。すごく孤独で話したくても話せない、誰にも
理解してもらえなくて、生きていることが、或いは今此処にいることさえ、
何の意味も感じなくなってしまうことがあります。そしてそれを、人は皆一
生の間に何度となく味わうのだと思います。
わたくしもそんなどん底の思いをしている時、ふっとお釈迦様の「天
上天下唯我独尊」という言葉が、天から舞い降りて来たような気がし

たのです。どんな人も、どんな時も、どんな場でも、私たち一人一人の
存在が無条件にかけがえのない大切なものに感じたのでした。
どこからなのか、どこまでなのか、それはわかりませんが、限りなき関
係性の中で個という存在がある。限りないご縁の中で「私が此処にい
る、生かされている」と感じたのです。それは、本当に有り難く、同時
に何ものにも揺らがない大きな喜びでした。
「御大切」とは、あらゆる命
の本質的な在り方なのだと思います。
「願わくば、誰もがあまねき光の下で自らを輝かせてほしい」という祈
りのようなつもりで制作致しました。

Purified Naked Mind Series Ⅰ ／ 2005

白露地

To be honest, this work was made not by intention,
but through struggles with the difficult space for
installation.
At first I made a wall some years ago, but I made it
rising from the center of the floor, packed with solid
papers and without draughts. Then I changed my
wall to a low and see-through kind of separation
unit.
However, I think this work still represented a wall
or fence for me. After finishing it, I wanted to make
a hole that I could walk through, even though it
was already see-through.
Looking at my own work, I sometimes identify with
being naked, see-through and infinite, even though

Purified Naked Mind
本来壁は此方と彼方を分けるためのものだが、出来上がった壁は、
背伸びをすれば彼方を覗けるし、壁そのものも空気が行き交い半透
明状態である。
作る前はただ垂直に立ち上がる壁を作りたかったのだが、出来上
がってあらためて見ていたら、ふと自分もこの壁のようになりたいと思
った。さらけ出しながら主張せず、周りを受け入れているようである。
そして内部はとても静な感じがした。

I am only a limited being. I wish I could always be
that way.

Purified Naked Mind Series Ⅱ ／ 2006

積集

I made a hole in my work and it became a gate that
people could walk through.
The gate was steady steadily, though we had two
big earthquakes after I had completed my work.
For a few weeks, my gate remained steady and
many people walked through it. Then suddenly one
morning, it collapsed naturally without making a
sound. What was the matter with the gate?

temple. I went in a hurry to see my gate.
The mountain named “Haku-san” facing the
gallery, was as beautiful as when I had left there
after completing my work.
Upon seeing my collapsed work, I remembered my
thoughts on the express train coming to the gallery.
I had been filled with the Buddhist saying, “Things
are always changing.”

I heard of the accident while I was at home in my

壁に穴を開け、人が通れる門になった。門は完成した直後、震
度４と震度２の地震の洗礼を受けながらびくともせずに立っていた。
そして２～３週間ものあいだ、何十人もの人が行き来し、見つめられ
眺められていた。ところがある朝、外的な刺激はなかったのに、音
もなくサラサラと滑るように壊れた。「いったい何がどうだったというの

か」展覧会の会期中に倒れてしまった門。私はとりあえず現場に急
いだ。門と対面している白山はその日も陽の光を浴びて美しかった。
倒れた門に向き合っていると、急いで会場に駆けつける道中に新幹
線の中で浮かんだ言葉がまた甦ってきた。それは「諸行無常やな」
という仏教的認識である。

Calmness in the Changing life ／ 2007
静静流転

個体は、単一ではほんの小さな存在にすぎないが、その数の増大
に伴い、部分と全体のオーガニックな律動が生まれる。それらは、単に
均等化されたされた集合体として留まるのではなく、ある一貫した規則
の中で、真実の連鎖関係を現し、単一の存在と存在が共鳴し合い、
時間をも凝縮して、より強い存在感を打ち出す。これは、けっして個々
の存在の弱さや、全体のための部分としての在り方を示すのではない。
むしろこの時はじめて数は数となり、個々の存在をも完結した無限の存
在として、感じることができる。
それは、無量な自然の摂理的存在と等しく、物質の純化作業への
必然的要因になると私は思う。
上の文章は、1984 年もっとも親しかった友人が書いた文章です。
そしてこの文章を書いた約 6 年後に別世界に旅立ちました。 私は、
そのもう７年後、この文章が残っていたことに気付きました。知らず知ら
ずのうちに、同じようなことを思考していたようです。 別の言い方をすれ
ば「 一即多 多即一 華厳の世界 」と言えるのでしょうか。 今なお、
さらに深く学びたいと思っています。

Cage for The Old Days ／ 2007
過ぎし日のかたみに

Pure and Harmonious Mind Like Moon ／ 2007

心月輪

When I'm doing something with all my might, I
easily misunderstand that Ican live alone with my
own might.   However, in fact, I probably stand
upmyself only in some incidents or some encounters
with others.   I cannot helpfeeling thankful for all
the relationship. That is like the moon light, which
reflects the sun light variably.
In the daytime, the sun light will come down from
the small window, and it'll give some move and
change on my work.  Even at night, I think some
spiritual pawer will come down on it. Things are
changing anytime.   I hope you will enjoy the
change and the playfullness of the moment with my
work.

はじめてこの展示空間にお邪魔した時、電気もなく真っ暗で何も見えなかったのですが、案内の方が窓を開
けてくださったらしく、
突然、
高い天窓のような小さな窓から、
一条の光が差し込んできました。私はその光によって、
これまで見えなくて彷徨っていた自分をようやく認識したような気がしました。
何かに向かって一所懸命であればあるほど、自分で考え、自分の力で生きているような錯覚を起こしやすい
ですが、何かの出来事や相手との出逢いがあってはじめて、自分という存在を認識出来る気がします。そして、
限りなきご縁の中で生かして頂いていると感じます。
それはまるで「月」そのもの。照らされ方によってもまるで異なる存在となります。
小さな窓から刻一刻と陽の光が差し込み、時間と共に動き、変化します。誰も来ない夜だって、窓からは宇
宙の闇の「気」がたえず差し込んでいます。
止めることができない時間と共にこの光と自分が戯れる・・・そんな一瞬を感じて頂けたらと願っています。

Original pure mind comes out ／ 2009
而生其心

"Oumushoju-Nishougoshin"
"Sticking to nothing, your mind could be originally
pure."

be most vivid, when the mind stay nowhere. That
is the original mind of us, which is completely free
and has no obstacles.

This phrase came from "The Kongoukyou Sutra"
of Zen Buddhism. It means that our mind could

I hope all the visitors to throw the past away, and
meet the new world in front of this piece.

『応無所住、而生其心』この
言葉は禅宗『金剛経』の中に登
場する言葉で、
『応に住する処無
くして、其の心を生ずべし』と読
みくだします。
『住まる処が無い』
というのは、心が一ヶ所、一つの
事に停滞しないこと、執着しない
こと、こだわらないことであり、そこ
にこそ『其の心を生ず』
、無碍自
在の心の働きがあらわれるという
意味です。
展示を見られた方が、その瞬
間に過去を振り切り、新鮮な世界
に出逢うきっかけになればと願って
います。

Matsu oi kumo shizuka（ Aged pine tree with calm clouds）／2009

松老雲閑

Aged pine tree is respected in Zen world, because
it looks beautiful with white clouds. Clouds are
usually thought as the simbol of our desires which
disturb our original pure mind.(Buddha nature),

松は老木。老境に入った人の穏やかな心境では、若いときに煩悩として
嫌がったことも微笑ましい景色になる。それが松の枝の背後の雲である。雲
は通常、仏性を隠す障害と見ることが多いのだが、それさえ邪魔にならなく
なった心境こそ、真の成熟である。私の目指す境涯だが、本当にそんな穏
やかな人間になれるだろうか…。

but only aged pine tree can accept them as a kind
of atractive scenery. I’m also aiming at this mature
state of my mind.

Roji（naked mind）／ 2010

露地

In the way of Tea, the naked mind without any additions and thoughts is called “Byaku Roji”, which
literally means white naked space. To make our mind in such a situation, we need first to devote oueselves
to do something acustomed, and keep away from any thinkings. I sometimes feel so and prety happy while
twisting many Koyori pieces. In such situation, I feel like myself being in Roji.

お茶の世界では、余計な飾りや思いのなくなった純朴な心のことを、「白露地」という。
そのような状態になるには何かに「三昧」になり、あらゆる思いから解放されなくてはならない。
紙縒を縒る作業に没頭しながら、ふいに露地に居る気分に浸るのが私の最も幸せな時間である。

Tranquil Meet ／ 2010
静謐な出会

水の中の気泡がふるふるっと水面に出たときのような軽
やかで静かな出会い。旧友との久しぶりの再会の喜び。
そんな気持ちを伝えたくて作った作品ですが、日本での
発表前に人類史上かつてなかったような大惨事が起こっ
てしまいました。もしかしたらこの作品、きのこ雲に見えた
でしょうか。今この時のこの作品の意味を模索しています。

Fusion like a circle ／ 2013
一円融合

This phrase was said by Takanori Ninomiya,who was a Japanese famous agricultural leader and a
philosopher in Edo era. It means that everything on the earth has surely some influences each other, and
they will show a kind of fusion as a wholeness at last, though you might look them opposing at first.
To achieve the reconstructions from the disaster, we need this kind of fusion of our minds more and more.
I pray everyday or each person's mind to be untied and be mixed like this philosopher's idea.
As you see, we have a big wall in the center of this space, and it
seems not to be moved. This time I was puzzled so much about how
to associate with this wall. I hope you will feel some beauty on my
work including the facing wall.

「一円融合」。この言葉は報徳思想の祖、二宮尊徳の教
えであり、「全てのものは互いに影響し合い、たとえ対立する
と見えるものでも、じつは一体になって融合している」という
意味をもちます。
人の心がもっともっと融合しなければ復興には結びつかな
い。どうすればかたくなな心が融けだし、一体感をもつ事が
出来るのか」と、日々祈る思いで過ごしています。
このギャラリーは、空間の真ん中に大きな壁が立ち、動か
すことができない。目の前に立ちはだかっているこの壁とコラ
ボレーションして美しい空間を作りたいと思いました。

