Report

Pretty Paper クイリング教室

おおつか なおみ 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！

今回は東京の東日本橋で
「Pretty Paper クイリング教室」を

なかたにもとこの
一言コラム

開かれている、おおつか なおみさんを取材しました。

BQJ

ペーパークイリングを始めたきっかけは？

おおつか さん 私 は 東 京 の 東 日 本 橋 に あ る 文 具 店 で 勤 務 し
ているのですが、2010年に行った文具関連
の見本市でペーパークイリングに出会いま
した。紙だけでこれだけの表現ができる事に
驚き、感動し、その場でずっと作品に見入っ
てしまいました。職場に帰ってから見よう見
まねで幾つか簡単な作品を作っては店頭に
飾ったり、半年位はずっと小さな作品を作っ
て楽しみました。そのころは、パーツが一つ
出 来 上 が る だ け で 嬉 し く て、 ま た そ れ を 並
べたら花になることに感動して…といった
状態で、楽しくて仕方がありませんでした。
ペーパークイリングに出会う直前まで夢中
になっていたパン作りはライセンスも取り
ましたが、クイリングに出会い、あんなに楽
しかったパン作りはどうしたの？ というく
らい私の生活は突然クイリング 1色に変わっ
て し ま い ま し た。 今 は パ ン 作 り は ほ と ん ど
やっていません（笑）
BQJ

教室を始めた経緯を教えてください。

お店のディスプレイ

クイリングマルシェとインストラクター展覧会

BQJ

教室の運営状況や雰囲気を教えてください。

おおつか さん レッスンは月に 10回ほど行なっています。教
室でのレッスン、出張レッスン ( 高齢者の会 )、
自宅レッスン等です。20代から 80代まで幅広
い年齢層の方が楽しまれています。レッスン
の内容は BQJ コース・1day レッスン・pretty
paper オリジナルレッスン等です。生徒数は今
現在 30人位です。お越しいただくきっかけは、
ほとんどがホームページです。富山、大阪、仙
台といった遠方からもわざわざ受講にきて頂い
たり、中央区から講座の依頼を頂いたりしてい
ます。教室のレッスンは 4名の少人数制で、細
かい指導を心がけています。教室運営は私自身
とてもやりがいがあります。皆さんには基礎
パーツの大切さを特にお伝えしています。
BQJ

クイリング教室をこれから始めたい方にアドバ
イスをいただけますでしょうか？

おおつか さん 私の場合はホームページやブログを見て来てく
ださる方がほとんどで、生徒さんのお住まいは
かなり広範囲です。パソコンの苦手な方は大変
かもしれませんが、ホームページやブログを開
設する事をおすすめいたします。
取材後記

教室運営を通じて 20代から 80代と幅広い世代と
の交流を楽しむ大塚さん。クイリングをしていなければ出会
うこともなかった方と、同じ趣味を通じてお話ができるのが
とてもうれしいと語ってくれました。特に高齢者の方には「ク
イリングに出会って生活がとても充実してきた」と言ってい
ただける期会が多いとか。幅広い世代を紙で繋ぐ大塚さんの
今後の活動に注目です。

リーの 1F と 2 F を貸し切り、更にスケール
アップして皆様をお迎えします。ボタニカ
ルクイリングの可能性を広げ、アートとし
てのクイリングを再認識いただける展示を
目指して講師とともに頑張ります。出展す
る講師たちは、来場者の皆様のご感想に大
きな刺激を受け、翌年の制作のパワーに変
えています。ぜひ会場にお越しくださいま
すようお願い申し上げます。

にラフ画を描くところからスタートです。

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

文庫本のお仕事
この春、文庫本の表紙のお仕事をさせて
いただきました。スピリチュアル系の本を
翻訳されてきた山川紘矢・亜希子夫妻によ
るエッセイで、計 4冊のシリーズです。
出版元である角川文庫の編集者さんより
直接依頼があったのですが、私の本に掲載
されているカードを気に入ってくださり、
このような感じでシリーズ化したいとのご
要望でした。10年以上前の本が、今もこう
して私を助けてくれているなんて…。感慨
深く思うとともに、新しい本を出さねばと
いう焦りもあったり（なかったり）。
スピリチャル系の本なので、あまり押し
付けがましくならないよう、色紙の上に白
のクイリングで枠を作るといったシンプル
なデザインに決定しました。デザイナーさ
ん決めたテーマカラーと大まかな配置を元

きちっとしたデザインなので、手描きの
ラフでは編集者さんに雰囲気を伝えること
ができないし、制作時に型紙としても使い
たいので、デジタルのパスで描きました。
この線の長さにぴったり合わせて作れば、
ラフどおりの仕上がりになるというわけで
す。サイズは文庫本原寸大です。仕上がり
サイズより大きく作ると、紙の風合いがな
くなってしまうので、私はいつも原寸か小
さめに作るようにしています。
ラフを提出し、OK を頂いてから制作に
入ります。ひと月に 1冊ずつ出版されるの
で、制作もひと月に 1点。ゆったりしたス
ケジュールですが、私のスケジュールは決
してゆったりしていないので 1日で仕上げ
ます。まずは台紙にラフをのせ、要所要所
にニードルで小さな穴をあけ、接着の目印
をつけます。そして型紙に合わせて切った
り巻いたりした紙を接着していきます。な
かなか気を使う作業です。自分でデザイン
から入稿までを担当するなら、画像データ
をいじることができるので、ボンドのはみ
出しなどは後で消せるのですが、今回は作
品制作までなので、シビアに、息を止めな
がら、震えながら、泣きながらの接着作業
でした。幸い、やり直しをするほどのミス
はなく、無事に納品できました。

Pretty Paper クイリング 教 室
http://pretty-paper406.jimdo.com/
東京都中央区東日本橋 2-1-1
株式会社大丸文房具店内
電話：03-3862-3501
都営浅草線東日本橋駅 B1出口より徒歩 0分

今年は銀座第７ビルギャラリーの 1F・2F を
使用し、来場者の皆様により見やすい展示ス
ペースをご用意してお待ちしております。例
年通り充実したキット販売や、体験ワーク
ショップもご用意しております。ぜひお越し
ください。
【内覧会】
BQJ 講座受講者を対象に内覧会を行います。
ぜひお越しください。
内覧会日程  10月 25日
（火）
11：30〜18：00
内覧会対象者  BQJ 認定講座の受講者・修了者
※予約不要・キット販売あり
※受付でお名前を頂戴します

今後の目標や方向性などを教えて下さい。

おおつか さん 教室の目標は、生徒さんが基礎をしっかり自分
のものにして、素敵なオリジナル作品が作れる
ようになることです。私が味わった感動を生徒
さんにもぜひ味わって欲しいと思います。
BQJ

6月末に池袋で開催したクイリングマル
シェには、過去最高のご来場者数となりま
した。お越しいただきました皆様にお礼申
し上げます。材料やキットが豊富に揃うク
イリングマルシェは毎年恒例となりまし
た。遠方からもたくさんお客様がお越しく
ださり、ありがたい限りです。
そして、秋に開催するインストラクター
展覧会は 8回目を迎えます。今年はギャラ

昨年の展覧会後に撮影した
出展者たちとの一枚

期間 2016年 10月 26日
（水）
〜29日
（土）
場所 銀座第 7ビルギャラリー
（入場無料）
時間
26〜28日／11：30〜18：00（入場は 17：30まで）
29日／11：30〜17：00（入場は 16：30まで）

まずは手描きのラフ

手描きのラフをデジタルでトレース

完成品

詳しくはHPを
ご覧ください
bq japan.com

お待ちして
います！

スピリチュアル系の本のお仕事は今回が
2回目です。本人は全くスピリチュアル系
ではないのでなんだか不思議な気がします
が。そもそも私の作風と私自身の性格に齟
齬があるのかもしれない…。
角川文庫より発売中です！

おおつか さん 最初の 6 カ月くらいは自己流で楽しみました
が、展覧会などで色々な作品を見ると、ちゃん
とした技術を習いたいという気持ちが湧いてき
ました。2011年からボタニカルクイリング・
ジャパンの認定教室に通い、2014年 4月にボ
タニカルクイリング・ジャパンのインストラク
ターの資格を取得する事ができました。当初、
教えるつもりはなかったのですが、徐々に私が
味わった感動を共有していきたいという気持ち
に変わっていき、教室の開講を決めました。幸
い勤務先の文具店で 4 名が座れるお教室のス
ペースを取ることが出来ました。そして区が主
催するパソコン教室に通ってホームページを作
り、告知を始めました。

インストラクター展覧会 2016

BQJチーフインストラクター

Information

Check!

クイリング・イベント情報

詳しくは HP へ

ボタニカル
ペーパーレリーフ講座

詳しくはクリエイティブクラフトの HP を
ご覧ください。

Paper Quilling kikki's nest..

北海道札幌市・小樽市・北広島市・江別市
http://kikkisnest.jimdo.com/
kikkikko@docomo.ne.jp

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 @yahoo.co.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

前橋市広瀬町
http://ukoa12.wix.com/pakirasgarden
uko_a@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/

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

大森千恵ペーパークイリング教室
埼玉県ふじみ野市
chie.omori@gmail.com

J.Yasuhiraペーパークイリング教室

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

かみの☆まじょクイリング＆3Dフラワー
千葉県千葉市
http://ameblo.jp/fbanba/
fumihams@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

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

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。

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」

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

S atellier さ＊とりえ クイリングレッスン
東京都大田区
http://ameblo.jp/s-quilling/
tym-q137@tc 4.so-net.ne.jp

colorido ペーパークイリング教室

神奈川県大和市福田
http://ameblo.jp/ririkaworld/
info@ririkaworld.com
東京都多摩市、神奈川県厚木市・大和市
le-beaute@docomo.ne.jp

Atelier＊Oliveクイリング教室

神奈川県鎌倉市
http://ameblo.jp/olive-atelier/
atelierolivequilling@gmail.com

よりたかづよ クイリング教室
（休講中）
東京都八王子市

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

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://ameblo.jp/manamanasan-quilling/
uefamily_manami@yahoo.co.jp

有田真季子 クイリング教室

神奈川県横浜市港北区・都筑区
http://happyquill.cocolog-nifty.com/blog/
veb 03653 @nifty.com

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

ペーパークイリング教室 Country Friends

Jardin blanco クイリング教室

colorido ペーパークイリング教室

ペーパークイリング教室 ぱーしもん
（persimmon)

くるくるａｒｔ クイリング教室

みしなまきこ クイリング教室

ルルク・クイリングテラス

Atelier y-35（アトリエ ミコ）

アトリエ promnade

ゆかわゆき クィリング教室

Atelier花音クイリングstudio

クイリング教室 n-tail

ペーパークイリング教室 Petit fluer

atelier du cadeau

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

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

静岡県掛川市
http://blog.goo.ne.jp/couleur 228 /
mpshn 001@yahoo.co.jp
静岡県浜松市西区
http://ameblo.jp/promenade 0802 /
promenade 0802@docomo.ne.jp

愛知県名古屋市中区大須
http://www.atelier-kanon.com/
kanon 420 @gmail.com
愛知県岡崎市・安城市
http://bqjapan.com/school/petitfluer

アトリエ＊Ａ クイリングアート教室

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

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

紙工芸kotohana＊ クイリング教室

相模原カルチャーセンター 相模原駅ビル店
神奈川県相模原市中央区
042-786 -2821( 代 )

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

rep@bqjapan.com

大阪府大阪市阿倍野区
kco.quilling@gmail.com

あんりー♥ＡＮＲＹ

石川県金沢市
http://ameblo.jp/sakura10050404 /
sakura10050404 @yahoo.co.jp

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

しらすすえみ クイリング教室

L'atlier KCO

咲蘭
（さくら）
ペーパークイリング＆水引教室

http://lapapela.exblog.jp/

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

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

Glueck

石川県小松市・能美市
hana-yori-popy@ezweb.ne.jp

（※フィリピン・マニラにてオリジナル講座開講中）

二ツ橋麻貴子 クイリング教室

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

クイリング教室パピエ

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

http://bqjapan.com

ボタニ カルクイリング 通 信「 クルフレ」

東京都 Ｋ様（タンダード修了）
「基礎を固めたいと思い、スタンダードを修了しまし
た。その後は市販キットを制作していますが、スタ
ンダードでいろんなシェイプを学べたので、キット
制作もスムーズに進んでいます。受講してよかった
と思います。」

Coco's quilling garden ペーパークイリング教室

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

SEP. 2016

http://bqjapan.com

東京都 Ｔ様（スタンダード、デザインワーク修了）
「以前からクイリングを楽しんでいましたが、基礎テ
クニックの見直しのために受講しました。ものすご
く勉強になり、今後の制作の幅が広がりそうです。」

http://ctvcft.com/

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

No.18

＜受講者の声＞

BQJ の姉妹サービスとしてスタートした
クリエイティブクラフトの講座
「ボタニカ
ルペーパーレリーフ カット＆シェイプ」
の一般受付が開始となりました。DVD 付
き通信講座もありますので、ぜひ受講を
ご検討下さい。

認定教室のご案内

ボタニカルクイリング認定講座
受講者募集中！

京都市左京区南部・中京区・
伏見区( 醍醐カルチャー)
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
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
兵庫県西宮市・宝塚市仁川
http://ameblo.jp/persimmons-craftlife/
persimmon-craft@i.softbank.jp
兵庫県西宮市
kiry.tampo 4708 @gmail.com

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

和歌山県御坊市
http://quilling-yukawa.jimdo.com/
quilling.yukawa@gmail.com
香川県高松市高松町
http://blogs.yahoo.co.jp/mittail/
ntailquilling@yahoo.co.jp
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

島根 郷子「青い花のリース」

