山田さなえさん

マレーシアの自然の恵みが
「描きたい」を叶えてくれる
淡い風合いのアク

アップルといった南国の果物の絵とブーゲンビ

リル画に、バティック

リアなど花の絵が調和した何とも居心地の良い

のようでいて、どこか

ギャラリー風リビング！ 家族と一緒に過ごす

和の雰囲気も感じる

この場所が、彼女のアトリエだ。ご主人の実家

水 彩 画。 生 き 生 き と

の裏庭の向こうに広がるジャングルのあまりに

したマレーシアの動

も自由奔放で豊かな自然と生命力に魅了された

植物を描いた絵はト

のも、自分のなかにあったアーティストの感覚

ロピカルな色合いで、

を呼び戻す大きな転機になった。里帰りをする

燦燦と照りつける太陽の眩しさを映しだしなが

たびに、どんな果物がなっているか楽しみで、

らも、ほっとするような優しさがにじむーそれ

子育てが一段落して時間と気持ちに余裕ができ

がさなえさんの作品の大きな魅力だ。自宅の門

たこともあり、そんな果物たちを描き始めた。

の脇にあるマンゴーの木陰にはマレーハーブが

彼女流のライフスタイルと身近な暮らしが題

大きく育ち、その茂みにはミントやよもぎが元

材だからこそ、自然体の作風が生まれる。
「船、

気に顔を出す。ランが咲き、実をつけたこぶみ

貝、スパゲッティー…テーマはいろいろ。次は

かんの木、白に赤い花が可

何を作ろう？ そればかり考えて楽しかった学

憐なゲンペイカズラなどの

生の頃のような日がまた来るなんて」
。懐かし

鉢が並ぶ玄関ポーチの先に

い美大時代のアルバムを開くと一枚の絵に目が

は、たわわに実ったバナナ

留まった。インドを旅した時の「果物売り」の

やジャックフルーツ、ココ

絵。荷台に積まれた果物にはしっかりと輪郭に

ナッツ、パイナップル、ス

縁取りがされている！ そこに、独自のスタイ

ターフルーツにウォーター

ルを確立した今の彼女の原点を見た気がした。

特集

アートのある暮らし
～ Living with Art ～

「アート」。そんな言葉を聞いて、まず思い描くのはどのようなものでしょうか。美術館の重厚な
額縁に収まった油絵、白い壁に映えるすっきりとした水彩画、広場のオブジェ、風になびく目に
も鮮やかなバティック、
旅先で思いがけず見つけた小物…。パワーをもらったり、心が休まったり、
ただただボーっと眺めているだけで日常を忘れさせてくれるアートって偉大！

Amy Hashim さん

溢れだす感性のままに描く
「情熱」と「静けさ」
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感性溢れるアー

ティストたちに出会い、マレーシアを感じるアートを探しに出かけてみませんか。

Lisa Teo Cheng Yen さん

心の赴くままに―
表情豊かな作品が“時 ”をあらわす

力強く、引き込まれそうな渦巻き。迫ってく

が溢れ出てくるから、仕上がりはいつも

るような大胆な色使いと肉厚なタッチ。それで

予測なんてできない。ナイフも使うけ

いて、大きく包み込まれるような温かみ―。そ

れど、ほとんどが指ね。指先で感じな

んな不思議な感覚に陥る一度見たら忘れられな

がら塗るの、こう重ねて、重ねて」
。間

い、それが Amy さんの油絵だ。
「心から湧き

近でみると、本当にキャンバスからの盛

新作ごとに、全く違う作風で楽しませてく

職した大手銀行では法務・コンプライアンス担

上がる感情のままにキャンバスに向かっている

り上がりがすごい。３D のようだ。ひとつの対

力強い渦やうねりを起こす。彼女の人生のテー

れるリサさん。その多彩さは、時々によって印

当者として忙しいながらも充実した日々を送っ

と、どんどん気持ちが膨らんで、いろんな思い

象物に絵の具一本を使い切ることもしばしば。

マでもあるこの “ 波紋（ripples）” は、
「人々や

象が変わる彼女のファッションや旅好きで軽や

ていたが、結婚を機に今度はご主人とレストラ

とくに発色の良い鮮やかなピンク色は、

気持ちの調和と融合、そして思いやり」を表す

かなフットワークと彼女が歩んできた生き方や

ン経営をスタート、フロアマネージャーとし

彼女一番のお気に入りの日本製の水

もの。
「誰しもみんな違っていていい。季節は

チャーミングな人柄そのままだ。メルボルンの

て店を切り盛りするなかで長女出産のため家庭

可溶性油絵の具で、
「この色に出会っ

めぐり巡って春は必ずやってくる、たとえ今が

大学で法学と会計学を二重単位取得後、マレー

へ。次いで長男を出産。建築系技術者や会計士

て、 私 の 絵 が も っ と 私 ら し く な っ

辛く苦しくとも。だから前を向いて、また歩

シアに帰国。弁護士事務所で全国の裁判所を跳

が多い家系のなか、幼い頃から絵を描くのが好

た」
。 一 瞬、 穏 や か そ う に 見 え る 睡

んでゆくんじゃないかしら。それが私の哲学」
。

び回る駆け出しの弁護士時代を過ごした後、転

きで「大学ではアートを専攻したい」という夢

蓮の花が咲く池のコイは生命力に溢れ、

東海岸沿いの海のすぐそばに生まれ育ち、母方

は両親の猛反対で一旦断たれたものの、以前か

の祖父母を中国人と日本人、銀行員を経て美術

ら仕事の合間や時間を見つけては趣味として楽

教師になった父、婦人服クバヤに繊細な刺繍を

しんでいたことを知ったご主人の「また、始め

戦している。一昨年に訪れた映画『アバター』

施すドレスメーカーの母をもつ Amy さん。彼

てみたら」とのひと言が今のアートの道へと大

の舞台となった中国湖西省武陵漢では、神秘的

女のなかに流れるこの血こそが独自の感性を育

きく背中を押した。チャリティーオークション

で壮大な光景を前に「次はチャコール画に集中

み、個性ある作品を生みだすのだろう。自宅階

への出品依頼や、グループ展に参加するなど創

しよう」と目標を決めた。ここで “ 水墨画 ” と

上を個人ギャラリーのあるアトリエとして構え

作活動の場を広げるなかで、風水を意識した会

いう発想にならないところが、また彼女らしい。

た空間は、
3 人のこどものお母さんからアーティ

社経営者から「社長室に飾る縁起の良い絵」の

ネパールのトレッキング旅行から戻ったばかり

ストの顔になる、そんな瞬間だ。

制作依頼があるなど、最近は新しいことにも挑

のリサさん。次作が楽しみだ。
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アートに夢中！ すっかり
虜になった後は…お気に入り
アイテムを我が家に。

厳選！ミュージアム＆
ギャラリー
Ilham Gallery＆ Gift Shop
イルハムギャラリー＆ギフトショップ
ツイ ンタワ ー 近 くにそ び える ウェ スティン 系 の

Bank Negara Malaysian
Museum and Art gallery

Islamic Arts Museum Malaysia
＆ Museum Restaurant

マレーシア国立銀行博物館＆アートギャラリー

イスラム美術館＆ミュージアムレストラン

マレーシアの貨幣の歴史がわかるさまざまな新旧コ

館内に収められた緻密で繊細な数々のイスラミック

インや紙幣の貴重なコレクションのほか、遊びなが

アートのコレクションは、どれも息をのむ美しさ！

らお金にまつわるあれこれを学べる体験館は、こど

さらに静けさに包まれて歩みを進めていくと、迎え

もと一緒に楽しめます。全7つのセクションに分かれ

てくれるのは５つのドーム。それぞれ異なる色やデ

たギャラリーの最上階では隔月ごとに変わる企画展

ザインが施された天井装飾はウズベキスタン、外

を開催。毎回趣向が凝らされた内容は行く度に新し

装の色鮮やかなタイ

い発見があって、自分の世界が広がります！

ル装飾はイランのも
の。 開 館20周 年 を

「Element Hotel」
を備えたモダンな高層ビル
「ILHAM

経て、ますます輝き

Tower」内にあり、都会の喧騒を忘れさせてくれる

の 魅 力 を 体 感し な

アーティストトークが行われたり、大人向け・こども

が ら、 洗 練 さ れ た

向けワークショップも定期的に開催。居心地の良い

併設のミュージアム

ら れ る グッズ

てはいかが。

No. 8 Jalan Binjai, Off Persiaran KLCC, 50450 KL
Tue-Sat11am-7pm, Sun11am-5pm月曜・祝日休
入館無料／ガイドツアー：木曜11:30am、12:45pm
土曜11am（所要時間約30分）
03-2181 3003
www.ilhamgallery.com

Sasana Kijang, 2, Jalan Dato Onn, 50480 KL
10am-6pm（ハリラヤ初日～３日間連休）
入館無料（手荷物預け入れ時のロッカー利用にデポジット
料金旧50セント貨幣のご準備を）
03-9179 2784
www.museumbnm.gov.my

フロント奥にはギャラリーショップがあり、ホール
や壁、階段には絵やオブジェが溢れ、各部屋別に
違ったマレーシア人アーティストによる作品が飾ら
れています。

Kuala Lumpur City Gallery
クアラルンプールシティ―ギャラリー

の水彩画テクニックブック（RM90）を出版するな
どブームの兆しが！

また、国際水彩連盟マレー

シア支部 (IWS Malaysia)が2016年に発足、昨年
12月には「第１回国際水彩画ビエンナーレ2018」
が開催されました。

IWS Malaysia
『ABEY ZOUL’S WATERCOLOUR
TECHNIQUES』
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Naiise.

Think City（シンク・シティ）
マレーシアで初めて歴史的街並みがユネスコの世界文化遺産

なラインナップを誇るギフトショップには制作過程が見られる工房とカフェ

に設立された政府系ファンド「カザナ・ナショナル」の出資に

10.30am-8pm（火～金）、
9:30am-6pm（土・日）月曜休
www.naiise.com.my

よる組織団体。人々が暮らす古い街並みを活かした芸術・文
化支援活動と振興に取り組み、現在では半島バターワース、
クアラルンプール、ジョホールバルにも活動拠点を広げている。
www.thinkcity.com.my

も併設。ドリアンケーキでティータイムしませんか♪

レトロな街並みや建物が
ギャラリー＆ショップに！

No. 27, Jalan Raja, Dataran Merdeka 50050 KL
9am-6:30pm無休
入場料 RM10（ショップで使えるバウチャー券分含む）
03-2698 3333
www.klcitygallery.com.my

新アートスポット in KL
10.30am-8pm（火～金）、
9:30am-6pm（土・日）月曜休
TLB Bakery&Cafe

を仕上げていく様子が間近で見られます！

講やマレー系アーティスト Abey Zoulさんが英語

なってしまうものばかり！

こだわりのパン職人トミーさんの焼くサワードウブレッドを
吹き抜けのカフェで。お持ち帰りもできます！

別館とアートストリートがあり、店先で絵筆を握り作品

始めたいという人たちが急増中。アートクラスの開

に来たはずが…思わず自分用に衝動買いしたく

客さんがひっきりなしに訪れます。シンガポー

簡単キレイにトリック写真が撮れる楽しい仕掛けもあり、自社製品の豊富

お土産店の並ぶ建物を抜けるとギャラリーが集結した

最近、水彩画に関心をもち、スケッチ画を習いたい、

ようなユニークなものもあって、おみやげ選び

& カフェやライブラリー目当てのローカルのお

TLB Bakery＆ Cafe

セントラルマーケット「アネックス」ギャラリー

水彩画ブーム到来 !? in マレーシア

リーや自然派コスメが。クスっと笑ってしまう

建物には、週末ともなるとベーカリーショップ

11am-7pm（火～土）日・月曜休
Our Artprojects
（展覧会などの最新情報）

CENTRAL MARKET ANNEXE GALLERY

196, Jalan Changkat Thambi Dollah, Pudu, 55100 KL
03-9226 3999
www. the-hulo-gallery.allkualalumpurhotels.com

ストの可愛くておしゃれな雑貨＆ステーショナ

地に生まれ変わった旧 Lee's Frozen Foodの

に登録された（2008年）ペナン島・ジョージタウンで2009年

リー。光と音の映像ショーでKL市街の近未来を映しだすジオラマや誰でも

アートに浸れるユニークなホテル

たちによるアジアンテイストなデザインやイラ

ルチャー、ワークショップなどのアート発信基

Jalan Lembah, 50480 KL
ギャラリー＆ショップ 9:30am-6pm無休
レストラン9:30am-5pm月曜休
大人 RM14、6歳以下のこども入館無料
03-2092 7070
www.iamm.org.my

人気フォトスポット I ♡ KLにある木工芸品ブランド「ARCH」運営のギャラ

The Hulo Hotel + Gallery

マレーシアやタイ、インドネシア人アーティスト

物再生プロジェクトでギャラリー、イベント＆カ

にも、ぜひ。

ギフトショップ
立 ち 寄 って み

ル発のギフトショップ「Naiise.」には、おもに

らず、Think City、OUR ArtProjectの 街＆ 建

ショップやレストラン

を 取り 揃 え た
に、 ふ ら りと

ちょっとわかりにくいロケーションにもかかわ

OUR ArtProjects

センスの良さが光る

空間と心くすぐ

「アート」をキーワードに「人々が集い、つながる場所」

80-84, Jalan Rotan, Off Jalan Kampung Attap, 50460 KL
The Zhongshan Building at Kampung Attap（イベント＆各店舗の詳細）

を放つイスラム文化

落ち着きのあるギャラリー。企画展も見応えがあり、

The Zhongshan Building雪隆中山同郷會

Jalan Hang Kasturi 50050 KL
10am-9:30pm無休
1300-22-8688
www.centralmarket.com.my

Abu Zaki Hadriさん

マレーシアの
アートシーンについて
お聞きしました

マレーシア ビジュアルアート協会
（アーティストグループ）PeRUPA MY代表
www.perupamalaysia.blogspot.com

水彩画家だった伯父から基礎を学び、アート
の道へ。建築・インテリアデザイナー、アーティ
ストとして活動しながら、展覧会 & 公募展情
報シェア、グループ展・アートイベントの企画
などに情熱を注いでいます。

ここ数年ギャラリーが増えるとともに、展覧会及び
オークションの開催が頻繁に行われるようになりま
した。その背景には、アートを本格的に学んで感性
を磨いたマレーシア人アーティストの活躍、人々の
アートや作家自身への関心の高まりがあります。同
時に愛好家のみならず広く一般に開放し、知識を共
有する場が設けられたことで、コレクターの増加ひ
いてはアートマーケットに大きな影響をもたらすな
ど、それによってプロとして身を立てる実力派の芸
術家たちも次々と誕生しています。

ANNEXE 3階のArt House Gallery
Museum of Ethnic Artsには、オー
ナー自ら現地に赴き買い付けてき
た東マレーシア・ボルネオ島の先
住民族の貴重な伝統工芸品コレク
ションコーナーも

Sim Polennさん
Henry Butcher Art Auctioneers代表
取締役 /Art Expo Malaysiaパートナー
www.hbart.com.my
マレーシアアート界を東南アジアのアート
マーケット重要拠点として、また国際舞台
で通用するレベルにまで引き上げるべく地
元ギャラリーやアーティストを後押しし、定
期的にオークションを開催するなどアート
の普及全般に力を尽くしています。

誰でもアートに触れる機会を、と入場無料で2007
年から開催しているArt Expoの昨年までの総来場
者数は約3万人、我がオークションハウスでの取扱
額もここ8年で約3.5倍に。一時的な落ち込みもあ
りましたが、新政権に変わった昨年からは明るい兆
しが見えています。今ではオークションハウスの数
は6 ヵ所、30以上のギャラリーが開設し、30 代半
ば～ 40 代コレクターの増加など、当地のアート界を
取り巻く環境は随分変わりました。レベルは向上し
ていますが、成熟までには後30年はかかるでしょう。

MISSION!
近年のKLは、都心で働き、郊外に住む人たち
が増えたことで早朝や夜間は外国人労働者の

ブキビンタン＆マスジッド・ジャメ
路地裏アートプロジェクト

姿ばかりが目立つようになり、裏通りはすっか
り無法地帯に。そんな暗くて怖かった路地裏を
“安全・清潔かつ機能的 ”で人の集まる魅力あ

KL市役所（DBKL）や地域再生・街並みづくり団体
「Think City」によるプロジェクトが
ダウンタウンエリアで進行中！

る場所に！

地域コミュニティと協力しながら

若者や観光客を呼び込むべく、地元の人たちに
愛されてきた古き良き時代のダウンタウンを甦
らせ、活気あるまちづくりを目指す。

マスジッド・ジャメ～セントラルマーケット周辺
全計画９つの通りのうち、美観モデルエリアのLorong Sisi Yap
Ah Loy小路とLorong Bandar 13小路のふたつを歩いてきました！

KLの発展に尽くし、通り名にもなった葉 亞 来
（ヤップ・アー・ロイ）
。その波乱万丈の人生を
Novia Shinさんのイラストともに読み進めなが
ら街の成り立ちを知ることができる

ブキビンタン大通りから一本入ったジャラン・アロー通り周辺

ここは昔、川が流れていた場所。それをアートで再現
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