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アトリエ クルール
（Atelier Couleur）
落合 愛里 さん

教室レポート

Column
クイリングにまつわる旬なお話

ボタニカルクイリングのインストラクターをレポート！
今回は神奈川県横浜市青葉区で教室を開講されている

クイリングを初めたきっかけを教えてください。

落合 さん

20 0 4 年に銀 座の 伊 東 屋さんのウェディングコー
ナーでクイリングに出会いました。花が 大 好きで
フラワーアレンジメントを習っていたこともあり、
自分で花を作ってアレンジできるクイリングはとて
も魅力的で、小紙陽 子さんの本を見て練習しまし
た。自分の結 婚 式 ではウェルカムボード、席 札、
カードをクイリングで 作り、お 越しいただいた皆
様にはとても喜んでいただけました。

BQJ

クイリング教室を開いた経緯を教えてください。

落合 さん

夫 の転 勤 で 名古 屋で 暮らしていた頃、 地 元の 教
室に通いインストラクター資格まで取得しました。
その後静岡に引っ越し、はじめはママ友のサーク
ル活 動として自宅で 教えていました。教 室を初め
たきっかけは、子どもの写 真をクイリングで 飾っ
て いたものを友 人 が 見て、
「 何これ？教 えて！」と
言っていただいたことです。その後名古屋に戻り、
同じようにママ友 からの 依 頼 でレッスンをしてい
ました。BQJ の通信 講 座でインストラクター資格
を取得したことで、生徒さんから認定コースをやっ
てほしいとのご希 望を頂き、BQJ 認 定 講 座も開
講することになりました。

BQJ

教室の運営状況を教えてください。

落合 さん

自宅 で 4名〜5名の生 徒さんを教 えています。 そ
の 他にワークショップイベントやキッズクイリング
などのイベントで 教えています。自宅 教 室では季
節の作品を幾つか用意し、その中からお好きなも
のを選んで作っていただいています。作品は自由
にアレンジしていただいているので、出来 上がり
が皆さん異なり、そこがとても面白いですね 。

BQJ

教室をやっていて楽しいことはなんですか？

落合 さん

人とお会いすることが 好きなので、みなさんとお
話することがとても楽しいです。 レッスンでは生
徒さんの感性を感じられる瞬間が一番楽しいです
ね 。私 が 作った課 題を、生 徒さんの 個 性 で自由
に発展させたものを見たときはとても感動します。

作品に込めた思い

なかたにもとこの
一言コラム

BQJ 認定インストラクターの落合愛里さんにお話を伺いました。

BQJ

表紙作品のアーティストに聞きました

BQJチーフインストラクター

日韓合同クイリング展

アーティスト：shiho

～紙でつながる世界～

昨年の 12月にソウルで、今年の 12月 6日
から 11日に東京（京橋）で、というペア開催
の形で企画運営された日韓合同クイリング
展。韓国のチェヒョンエ氏側からの申し出
により発展、実現した文化交流です。公募
展ではなく、有志による出展・運営でした
が、花に限らない個性豊かな作品たちが 40
点以上並び、連日お客様にご来場いただき
ました。日本には世界文化遺産にもなった
和紙が、韓国には韓紙（ハンジ）文化もあり、

BQJ

これから教室を始める方にアドバイスを頂けます
でしょうか。

落合 さん

私のように引っ越しが 多いと、新しい街では何か
家 から出るきっかけを見つける必 要が あります。
そうしないと家にこもりっきりになってしまい、友
人もできません。そんなときにアットホームなお教
室で 迎えてもらえると、新しい生活の明るい一歩
が 踏み出せると思います。お教 室は人と人を繋ぐ
きっかけになり、色々な方のお役に立てる嬉しさ
もありますので、是非 一歩を踏み出していただき
たいと思います。

BQJ

今後の抱負などをおきかせ下さい。

落合 さん

今 後は 教 室の活 動を広げながら、 自分 のデザイ
ンを発 展させていきたいと思います。今、カルト
ナージュとのコラボレーション作品にもチャレンジ
していますので、是非、レッスンに来て頂ければ
と思います。

取材後記

とても明るくて人と会うことが大 好きな落合さ
ん。引っ越した 先々でクイリングをきっかけに人との繋 が
りを作っていった楽しい 様 子が目に浮かびました。そして
そんな先生を慕って集まった生徒さんたちとのレッスンは、
楽しくて優 雅な時間が流 れていました。落合さんの周りに
は今後もクイリングを通じて楽しい 輪が広がっていきそう
です。

アトリエ クルール
（Atelier Couleur）
横浜市青葉区あざみ野
http://ameblo.jp/petit- 0509/
ateliercouleur0605@yahoo.co.jp
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BQJクリエイティブアドバイザー

小紙陽子 の
クルクルよもやま話

展示台を作るの巻
昨年の話になりますが、第 7回を迎えた
インストラクター展覧会も盛況のうちに無
事終了しました。毎回見どころたっぷりの
趣向を凝らした作品が並びますが、今回は
特に個性的な作品が多かったように感じま
す。皆さんのアイデンティティーが明確に
なってきたのかなと、感慨深く思いまし
た。そんな華やかな作品がひしめく中、私
の地味な作品がひっそりと置かれていたの
を皆さん気付かれたでしょうか。地味すぎ
て通り過ぎてしまった方が多数ありとの報
告を受けています（嘘ですが）。この小さく
地味な作品を普通の展示台にただ置いたの
では、他の作品に埋もれてしまうのは目
に見えていたので、今回は展示台からプロ
デュースし、存在感をアップすることにし
ました。ステージを作り、結界を張れば、
ここに異世界があることに気付いてくれる
かなと思ったわけです。
まず作品ですが、
「アンティーク雑貨屋の
カウンターの後ろにひっそりと置かれた非
売品の小さいアート」をイメージして作り
ました。器も箱もマジなアンティークです。
…とすれば、展示台もそんな感じでなくて

紙工芸の愛好者はアジア圏でも多いのでは
ないかと思います。言葉の壁も政治の壁も
乗り越えて、ただ、同じ趣味を持つ仲間と
の交流は、本当に心豊かで至福の時間で
す。。ボタニカルクイリングの講師も何名
かご参加いただきました。あと数年後、次
は公募展、という形での文化交流が提案で
きればと思います。細長いクイリングペー
パーでつながってゆく世界、これからも広
げたいと思います。

表 が赤 紫、裏 が 薄 緑 色のジニアを見た
のは初めてでした。その何とも言えない
色っぽ い 雰 囲 気に似合う丸い 額 縁と出
会った時に、中秋の名月を祝う宴のシー
ンが思い浮かび作品 全 体の構想が 決ま
りました。 月夜をイメージしたハスキン
グパーツの上に生けるように花 材のパー
ツを配 置したの
で接着に苦労し
ました。 半立体
に仕上げたので
色々な角度から
見ていただきた
い作品です。

はなりません。インターネットで探すと、
異常に高額だったり、サイズが大きかった
りして、なかなかベストなものは見つから
ず…。探し続けることでイメージは固まり
ましたが、理想もどんどん高くなっていき、
捜索は困難を極めました。理想は「腰より
少し上くらいの高さで、50cm 角くらいの
正方形、足はアイアン、天板は古材」。…
いくら探してもそんなものは売っていませ
ん。ならば自分で作るしかあるまい…！
ということで今度は材料を探すわけです
が、これもなかなか苦労しました。まず古
材は、ネットショップにあることはあるの
ですが、1枚 1枚風合いが違うので、どれも
決め手にかける…。そしてアイアン脚も、
「ツクリバ」のワークスペースにて。古材を半分に
普通に流通しているものはテーブルの高さ
カットし、裏に当て板をして 2枚をつなぎ合わせ
ています。断面にヤスリをかけ、脚をネジでとめ
で、私が望む少し長い脚はどこ行っても見
て完成。制作時間は 40分くらいかな。
当たりません。それでもしつこく探してい
たら、アイアン一筋！という感じのアイア
ン屋さんを発見。そこでは希望の長さでの
発注が可能で、無事に理想の長さの脚を入
手することができました。
自分で板に脚をつけなければならないの
ですが、そこで思い出したのは二子玉川に
ある「ツクリバ」という DIY ショップ。気軽
に借りれるワークスペースがあり、工具も
無料で貸してくれるとのこと。ショップに
偵察に行ったら、ちょうど良く理想的な古
材が売っているではありませんか…！ 店
員さんの手助けもあり、トントン拍子で台
が完成しました。
そんな風にしてこの世に生まれた展示台
ちゃん。今後も、展示はもちろん、作品の
撮影台としても活躍することでしょう。

器と台で雰囲気を作り、見る人が没頭できるような
小さな世界を作品の周りに構築するというのが今展
覧会の試みでした。
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カレンダーキット レッスン開始！

Check!

小紙陽 子さんデザインの素敵なカレンダーキットの
レッスンがスタートしました。初心 者の方でも制作
いただけます。キットでのレッスンは BQJ 認定教室
にお問い合わせ下さい。

ボタニカルクイリング
認定講座
受講者募集中！

ボタニ カルクイリング 通 信「 クルフレ」

これからペーパークイリングを始
める方、基礎シェイプ力を固めた
い方には「クイリングスタンダー
ドコース」がおすすめです。認定
教室、通信講座で受講できます。

詳しくはホームページへ
http://bqjapan.com

認定教室のご案内
Paper Quilling kikki's nest..

北海道札幌市
http://kikkisnest.jimdo.com/
kikkisnest@gmail.com

ペーパークイリング Lapin de neige K
北海道札幌市
http://ameblo.jp/lapin-neige-k/
l_neige2015 @ybb.ne.jp

Kayoko＊クイリングアート教室

岩手県一関市・宮城県仙台市
http://ameblo.jp/natural-sea7/
pretty-.-123mysterious@docomo.ne.jp

Ange Clarte クイリング教室

山形県山形市
ange_clarte@hotmail.com

akiko.k クイリング教室

福島県いわき市郷ヶ丘
akiko182015 @yahoo.co.jp

パキラズガーデン クイリング教室

群馬県前橋市広瀬町
http://ukoa12.wix.com/pakirasgarden
quill_pakira@yahoo.co.jp

なかたにもとこ クイリング教室

埼玉県所沢市・東京都新宿区四ツ谷
http://info5388.wix.com/maggie-quilling/
info@e-bison.co.jp

Quilling-room

埼玉県さいたま市浦和区
http://ameblo.jp/quilling-room/

Coco's quilling garden ペーパークイリング教室

Ririkaクイリング教室

Grace Roll クイリング教室

Natsu** ペーパークイリング教室

アトリエ ハートラップ

ペーパークイリング教室「papier」

東京都中央区
http://ameblo.jp/coco-quilling 0411/
coco.quilling 0411@gmail.com

東京都杉並区井草
http://www.happy-circle.jp/
happy_circle2011@yahoo.co.jp

アトリエ・ジニア

東京都葛飾区新小岩・足立区西新井・
大田区羽田・墨田区曳舟
roromi@cup.ocn.ne.jp

アトリエ・ビオラ

千葉県柏市、東京都葛飾区四つ木・宝町
tomoco-u@nifty.com

高橋ゆうこクイリング教室

colorido ペーパークイリング教室

東京都国立市中
http://colorido28 .blog.fc2.com/
colorido@willcom.com

よりたかづよ クイリング教室
（休講中）
（※フィリピン・マニラにてオリジナル講座開講中）

http://lapapela.exblog.jp/

かみのまじょクラフト

千葉県千葉市
http://ameblo.jp/fbanba/
fumihams@yahoo.co.jp

咲蘭
（さくら）
ペーパークイリング＆水引教室
千葉県習志野市・石川県金沢市
http://ameblo.jp/sakura10050404 /
sakura10050404 @yahoo.co.jp ＿

アトリエ・ポピー

東京都台東区蔵前・文京区湯島・葛飾区亀有
kuniko.wrapping@docomo.ne.jp

Pretty Paper クイリング教室

長野県松本市梓川・寿中・東筑摩郡
http://quilling.xii.jp/
azusa@quilling.xii.jp
0263 - 31- 5603

colorido ペーパークイリング教室

長野県安曇野市穂高
http://colorido28 .blog.fc2.com/
colorido@willcom.com

くるくるａｒｔ クイリング教室

静岡県静岡市駿河区・葵区
kuru-kuru-arts1009 @live.jp

ルルク・クイリングテラス

静岡県浜松市西区
http://ameblo.jp/promenade 0802 /
promenade 0802@docomo.ne.jp

Atelier花音クイリングstudio

愛知県名古屋市中区大須・昭和区・長久手市
http://www.atelier-kanon.com/
kanon 420 @gmail.com

ペーパークイリング教室 Petit fluer

愛知県岡崎市・安城市
http://bqjapan.com/school/petitfluer

Studio Paper Around（主宰 有田真季子）
神奈川県横浜市港北区・都筑区
http://paperaround.main.jp
studio@paperaround.main.jp

クイリング工房 Naomint

神奈川県横浜市港南区
http://naominqru.web.fc2.com/
quillnaomint@yahoo.co.jp

アトリエ クルール (Atelier Couleur)

神奈川県横浜市青葉区
http://ameblo.jp/petit- 0509 /
ateliercouleur 0605 @yahoo.co.jp

かつたひとみクイリング教室

愛知県蒲郡市
momo_1954 _milk@na.commufa.jp

アトリエ＊Ａ クイリングアート教室

京都府京都市中京区・大阪市阿倍野区
http://atelier-a.info/
info@atelier-a.info

紙工芸kotohana＊ クイリング教室

東京都中央区
http://pretty-paper406.jimdo.com/
n32425 aomi406 @outlook.jp

発行：ボタニカルクイリング・ジャパン／株式会社 コレスポンド

大阪府大阪市阿倍野区
kco.quilling@gmail.com

あんりー♥ＡＮＲＹ

植村真奈美 クイリング教室

神奈川県横浜市保土ヶ谷区
http://uefamilymanami.wixsite.com/primopasso
uefamily_manami@yahoo.co.jp

L'atlier KCO

クイリング教室 アトリエ Poppy

アトリエ promnade

東京都府中市・立川市
http://totoquilling.wix.com/totoquilling/
totoquilling@jcom.zaq.ne.jp

大阪府大阪市・豊中市
http://papier.main.jp/
papier.fuku@gmail.com

Glueck

神奈川県相模原市中央区、東京都多摩市
sai-ka.kraft@ozzio.jp

静岡県掛川市
http://blog.goo.ne.jp/couleur 228 /
mpshn 001@yahoo.co.jp

東京都日野市
http://ameblo.jp/asakif 2 /
asakif 2@yahoo.co.jp

大阪府高槻市上本町
http://ameblo.jp/grace-roll-keity/
grace-roll@i.softbank.jp

Sai-ka クイリング教室

東京都八王子市

大森千恵ペーパークイリング教室

千葉県習志野市津田沼・大久保
http://ameblo.jp/minkun77/
heartfull728 @ch.em-net.ne.jp

神奈川県鎌倉市
http://ameblo.jp/olive-atelier/
a.o.paper.q@gmail.com

ペーパークイリング教室 Country Friends

東京都大田区
http://ameblo.jp/s-quilling/
tym-q137@tc 4.so-net.ne.jp

しらすすえみ クイリング教室

J.Yasuhiraペーパークイリング教室

Atelier＊Oliveクイリング教室

S atellier さ＊とりえ クイリングレッスン

二ツ橋麻貴子 クイリング教室

埼玉県ふじみ野市
chie.omori@gmail.com

東京都多摩市、神奈川県厚木市・大和市
le-beaute@docomo.ne.jp

石川県小松市・能美市
hana-yori-popy@i.softbank.jp

東京都足立区
http://s.ameblo.jp/quiling/
konbu1224 @gmail.com

Luna's Quilling ペーパークイリンク゛
教室
埼玉県川口市
http://ameblo.jp/lunasquilling/
uzuki.n@yell.nir.jp

神奈川県大和市福田
http://ameblo.jp/ririkaworld/
info@ririkaworld.com

京都府京都市左京区一乗寺・出町柳・
ウィングス京都・醍醐カルチャーセンター
http://kotosumi.blog27.fc2.com/
midnight_incarnation@yahoo.co.jp

大阪府羽曳野市西浦
ruka. 9. 23 -ryuto. 8 . 24 @docomo.ne.jp
大阪府高槻市高槻駅前・別所本町・安満中の町
http://ameblo.jp/ritsu1114 /
anry1027@yahoo.co.jp

Jardin blanco クイリング教室

京都府木津川市兜台、大阪府東大阪市、
奈良県生駒市白庭台・奈良市
http://blogs.yahoo.co.jp/whitegardenthing/
hitomijardinblanco@ezweb.ne.jp

ペーパークイリング教室 ぱーしもん
（persimmon)
兵庫県西宮市・宝塚市仁川
http://ameblo.jp/persimmons-craftlife/
persimmon-craft@i.softbank.jp

みしなまきこ クイリング教室

兵庫県西宮市
kiry.tampo 4708 @gmail.com
http://s.ameblo.jp/kirytampo/

Atelier y-35（アトリエ ミコ）

兵庫県神戸市東灘区
http://ameblo.jp/ateliery 35 /
ateliery- 35 @kobe.zaq.jp

ゆかわゆき クィリング教室

和歌山県御坊市
http://quilling-yukawa.jimdo.com/
quilling.yukawa@gmail.com

クイリング教室 n-tail

香川県高松市高松町
http://blogs.yahoo.co.jp/mittail/
ntailquilling@yahoo.co.jp

atelier du cadeau

福岡県福岡市中央区
http://www.le-cadeau.co.jp/
atelier@le-cadeau.co.jp

ShuShuRoll ペーパークイリング教室
長崎県大村市
http://ameblo.jp/shushuroll/
shushuroll@gmail.com

ドゥ クイリング with AKKO＊SUN

鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串
http://bqjapan.com/school/akkosun
yamauchi@omega.ne.jp

shiho「秋の宴」
rep@bqjapan.com

http://bqjapan.com

