




1985 年 愛知県に生まれる
2005  年 秋田公立美術工芸短期大学 工芸学科 ガラス工芸専攻 修了
2006 年 愛知教育大学 教育学部造形文化コース ガラス専攻 科目等履修生 修了
2011   年 金沢卯辰山工芸工房 研修修了
2014   年 Art Miami （米・マイアミ）（15’ , 16’ , 17’ , 18’ , 19’）
2015   年 個展 Vestige （酉福、東京）
2016   年 TEFAF Maastricht ( 蘭・マーストリヒト ) （17’ , 18’ , 19’ , 20’）
2017   年 TEFAF New York Spring ( 米・ニューヨーク )

Young Glass (Glasmuseet Ebeltoft デンマーク・コペンハーゲン )

個展 Vestige II （酉福、東京）
life-world（Alexander Tutsek 独・ミュンヘン）

2018  年 酉福ギャラリー NYC Pop-Up 展（米・ニューヨーク）
Seattle Art Fair ( 米・シアトル ) (19’ )

富山ガラス大賞展（富山ガラス美術館・富山）
2019   年 LOEWE Craft Prize （東京）

酉福ギャラリー Pop-Up 展 – Silhouettes of Tomorrow – （英・ロンドン）
New Glass Now （Corning museum of Glass 米・ニューヨーク）

2020  年　 OPENING CEREMONY （ア・ライトハウス・カナタ、東京）
2021 年　 個展 Vestige III （ア・ライトハウス・カナタ、東京）
この他各地でグループ展開催、受賞多数

藤掛幸智（ふじかけ・さち）
＜パブリック・コレクション＞
Alexander Tutsek Foundation（独）
金沢卯辰山工芸工房
黄金崎クリスタルパーク
ヴィクトリア＆アルバート美術館（英）
Glasmuseum Lette （独）
富山市ガラス美術館
コーニングガラス美術館（米）

Sachi Fujikake

Vestige III – Sachi Fujikake

最初は作家とは露知らず、いつものように、ギャラリーを訪れた女性の来客と何気なく立ち話をした。それ
は 2012 年 9 月、瀬戸の長江重和さんの個展三日目の昼下がりであったと記憶する。何時、何処で誰に会うか
分からない。都会に住む人は一日に無数の他人と行き交い、通勤時や街角で出会いと別れを繰り返す。同じく、
毎年 100 人ほどの作家がカナタを訪れ、作家も作品も満天の星のよう。

数分後。その颯爽とした女性より笑顔で手渡された名刺に写る作品写真を見て、思わず唸った。ゆったりと
流れる夏雲のように、淡くも優しく揺らぐ不思議なあの曲線に目を奪われてから早 9 年。名古屋の藤掛幸智
さんとの長いお付き合いは、そんなひょんな事から始まった。

藤掛作品はサルバドール・ダリの溶けていく時計のように、硬い筈のガラスが柔らかく歪み、撓み、萎む。
その造形の秘密とは、藤掛さんが生み出した独創的な技法にある。異なる色の板ガラスに模様をサンドブラ
ストした後、その板を窯の中で立方体として組み立てる。そしてその立方体を大胆にも炉から抜き取り、吹
きガラスのように息を吹き込み、作品は縮んだり、伸びたり、やがて「生命」を宿す。仕舞いに自身の手で
作品を掴み、捻り、ワイルドに曲げる藤掛さん。華奢な方なだけに、その迷い無き破天荒な即興芸に今も驚
かされるばかり。

硬い物質が柔らかなものへと変わる様、その美の名残を現す藤掛さんの代表作「Vestige（名残）」。吹きガラ
スは容易ではなく、決して一人の力では成し得ない造形でもある。そのため、実は藤掛さんの家族は総出で
制作を手伝われる事もしばし。暑い日も寒い日も、一家が一つのチームとなり、結束してリーダーである藤
掛さんの指示に従い、一つ一つの作品に「いのち」を吹き込む。

なるほど。藤掛さんの作品は美の名残という抽象的な形を現しているだけではない。作品から溢れるのは、「慈
しみ」に似た柔らかな光。そう。藤掛さんのご家族の温もりが確かな光となり、白いガラスから零れ落ち、
周りをやさしく照らす。作品の中に吹き込まれた美の名残とは、人と人を繋ぐ体温でもある事に気付く。

存在しえないものがそこに存在する不思議。まるで時空がちぎれ、世界は揺らぎ、その光に息を呑む人々。
藤掛作品の不思議な引力が結びとなり、人と人が繋がるように。2012 年 9 月のあの昼下がりのように。

ア・ライトハウス・カナタ
オーナー　青山 和平

New ideas will flow into oceans of unforeseen beauty. Likewise, the works of Sachi Fujikake (1985- ) boldly 
defy the traditional qualities of glass toward realms unchartered, transforming the material into ripples in
both time and space. Entitled Vestige, her glass sculptures capture the remains of what is left behind, the 
beauty of glass as it is fundamentally changed from a hard material into something soft, in many ways 
capturing the preciousness of time itself as its continuum is bent, twisted and expanded into surrealistic 
forms of great beauty. Organic and free-flowing, crumpled yet inflated, while imbued with a translucently 
luscious radiance, Fujikake's works are spellbinding poems to an innovative new style of abstraction in glass. 

After sandblasting her trademark dots onto the surfaces of her layered sheets of white glass, Fujikake further 
melts and connects 6 separate glass sheets together within a glory hole to comprise an essentially 
three-dimensional polygon. After this basic form is created, Fujikake then begins to blow air into the cube, 
thereby helping to warp, inflate and transform the rigid glass into something soft and fluid. Such 
voluptuously seductive curvatures cannot be achieved by the use of sheet glass alone, and it is the 
aforementioned ingenious and wildly original combination of various glass techniques – kiln-working, 
sand-blasting, and blowing glass, that has made Sachi Fujikake one of the frontrunners of an entirely new 
way of approaching the realm of glass art in the 21st century.

Wahei Aoyama, Owner
A Lighthouse called Kanata
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EVestige III - Sachi Fujikake
April 8th (Thu) – April 24th (Sat), 2021

11am - 6pm, closed Sun/Mon

「Vestige III」 藤掛幸智　新作展
2021年4月8日（木） ～ 4月24日（土）
日、月曜日休廊  午前11時 ～ 午後6時

作家在廊日: 4月8日（木） ～ 4月10日（土）

A Lighthouse called Kanata
Kasumicho Terrace 6F, 3-24-20 Nishi-Azabu 

Minato-ku, Tokyo, Japan 106-0031 Japan
TEL.81-3-5411-2900 

www.lighthouse-kanata.com
info@lighthouse-kanata.com

instagram: @lighthouse_kanata

ア・ライトハウス・カナタ
106-0031　東京都港区西麻布 3-24-20　霞町テラス 6F

TEL.03-5411-2900    
www.lighthouse-kanata.com
info@lighthouse-kanata.com

instagram: @lighthouse_kanata
最寄駅「六本木」「乃木坂」駅より徒歩約 10 分

都営バス　都 01/RH01　「西麻布」下車
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