
完全オーダーメイド対話できる絵画
大人の女性のためのガイド

完全オーダーメイド　【対話できる絵画】は
あなたの物語を聴くところから始まります。
過去、今、未来。大切なこと。夢。

想いが色やかたちをつうじて
【ただひとつの世界】になり、
本来の自分と対話できる絵となります。
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女性力があがる絵。
明るく元気になれる癒しの絵。	 
大人の女性だからこそ、そっと心の奥に抱える孤独を満たす絵。

そして、幸せになれる絵。

その秘密は、完全オーダーメイドにあります。

対話できる絵画は、魂に寄り添い
本来の自分を引き出す精神的パートナーとして描かれます。

絵と毎日暮らすひとが、心から絵を楽しみ自分と周囲の人を

成長させていくための絵画です。
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題名：天空の歌

題名：共に素晴らしい世界へ

はじめに　女性力があがる明るく元気になれる癒しの絵。

15年5月4日月曜日



第一章　本来のあなたをひきだすここちよさ
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「忘れていた大切な夢を思い出しました。」

「色をたどることで自分の原点がわかりました」

「私を理解して描いていただくことが
こんなに嬉しいとは思いませんでした」

本来のあなたへのメッセージを感じて毎日を過ごすことができます。

このガイドでご紹介するのは、
大人の女性を優美に彩るピンクの絵の物語。

色からのメッセージも
ひとりひとり違います。

ピンク色から受け取れるさまざまな
幸せメッセージ。

３人のピンク色にどんな意味がこめられて
いるのでしょうか。

まず、その前に、ピンクの持つ
イメージと効果をご説明しますね。
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ピンクはかわいらしさとやさしさが伝わる色なので、
大人の女性の人気ナンバーワンです。

色から連想されるイメージには、

純粋で繊細
愛	 
至福の世界
幸福の象徴

女性らしさ
少女
若々しい美しさ
健康

優美
ロマンチック
やさしい
かわいい

など。

色の効果としては、

興奮を落ち着かせ緊張を解きほぐすリラックス効果。
幸福感を促す。
女性ホルモン分泌、血行よくするので、
低血圧、冷え性、整理不順など体質改善にもつながる、
脳の活性化、若返りにもよいと言われています。

イメージも、効果も、女性にとって見逃せないものが
いっぱいです。

本来の自分を引き出す，上手なピンク色とのつきあい方。
３人の素敵な女性の物語を例に、説明していきます。
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第二章　幸せを紡ぐ絵

題名：共に素晴らしい世界へ

濃い色が影に使われて目立たないので、明
るさを感じるのです。

濃い色は、強さを伝えます。だから、
濃いピンクをさりげなく使うことで、秘め
られた強い意志を表すことができます。

この絵には、華やかで、優雅で、可愛らしい感じを受けると思います。
濃い色もありますが、とても明るい印象です。

濃い色から薄い色までのトーンの幅が、
華やかな印象を与えてくれます。

深紅のマゼンダレッドは優美さを。
散りばめられた黄色、白、オレンジが
ひかりのような希望を感じさせます。

実際、この絵にはシャンパンゴールドやパールが
も使われています。
トーンの明るい輝きが、透明感ある印象を伝えます。
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さらに、ブルーも少量はいることで、さりげない知的な印象を伝えます。

ピンクに、白、オレンジ、黄色、シャンパンゴールドやパール、ブルー。

ピンクを主体に、明るく、華やかで優美なイメージが
伝わるように組み合わせています。

そして、ふわふわとしたかわいらしい小花たちが、
右上へむかって流れるように描かれていることで、
「みんなで一緒に、現在あるかたちから新たなかたちへと、よりよく変容して
いく」ことを女性らしい表現で伝えています。

この絵のご依頼主は、素肌美容全般に関して提案する50代女性、モイスティ
ーヌ恵比寿サロン社長萩原潮絵さん。
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　絵の透明感と明るさは、潮絵さんそのものを表しています。

「門間さんが私を理解して描いてくださることが打ち合わせや途中経過の画
像から伝わってきました。
　自分のために描いて頂くことがこんなに嬉しいなんてびっくりです。
これから私の成長と共に表現して頂く作品は変わって行くと思いますが、
今は私のお客様を含め皆さんと門間さんがつけてくださった
【共に素晴らしい世界へ】歩みたいと思います」

徹底的にお客様に寄り添い、ともに素晴らしい世界へ歩んでいく。

潮絵さんの幸せ物語が、ピンク絵の世界観から伝わります。
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題名：幸せと遊ぶ
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この絵は、まるでお姫様のような気分を誘います。
上部の白い部分はパールホワイト。キラキラとした光が幸福感を
あふれさせます。

存在感あるマゼンダピンク。
ゴージャスな印象を与えます。

バイオレットやオレンジといった
存在感ある色すべて
明るいグラデーションで
ふんわりしているのでとても上品です。

パールにとけ込んでいく色とりどりのはなが、
「花の中に飛びこんでいきたい！」
と思わせる、幸せな気持ちを誘います。

自然を愛するナチュラルな感覚を伝える
グリーンは、ピンクのすぐ隣だと引き立て役でみ
目立ちませんが、パールホワイトの隣だと、
ピンクと美しいハーモニーを奏でます。
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ピンクとともに、その方がこだわったのが、パールホワイトでした。
なぜかパールが好き。白がずっと前から好き。
それが、オーダーでパールの白を意識している内に、
「故郷、秋田の雪が、キラキラ光るパールホワイトだから好きなんだ」と
ふっと自覚されました。

そして、「パールホワイトは自分のベースになる色だ」と大事にするように
なりました。

この絵の持ち主は、院長が経営に専念できるように細かな仕事をすべて引き
受け、医院スタッフ、お客様ひとりひとりに細かな配慮をする院長夫人。	 
人を癒す時間はたくさんあっても、自分を癒し解き放つ時間がない、そんな
悩みをもっていらっしゃいましたが、

「家に帰って、自分の部屋に入ると、絵のまわりの空気が違うんです。絵を
みてす～っと癒されて、解放されて、こころから落ち着けます。
元気をくみ上げられます」

ピンクバイオレット、紫色の花は、疲れや不調、デリケートな気持ちを癒
し、静かな安らぎを与えてくれます。

ピンクオレンジ、オレンジの花は、ビタミンカラーであり、元気で明るさを
誘います。

可愛らしく気品のある飾り額に飾って、自分をたっぷりと癒してくれる
お姫様のような幸せを存分に味わうピンクの世界観の完成です。
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題名：天空の歌
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この絵は、シックで、かつ、華やかな優美さを感じると思います。
ピンクの世界でありながら、とても壮大な広がりを感じさせます。

グレイッシュな色が，ピンクを引き立て、
落ち着いたシックで上質な雰囲気を伝えます。

グレイッシュなバイオレット、ブルー、
オレンジ、の配色が、
大人の女性の華麗な世界をつくりだします。

グレイッシュななかに、やさしい澄んだ
光があることで、動きのある
ドラマティックな印象を与えます。
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この絵のご依頼主は、社長の夫を内助の功で支えるとともに、４人の男の子の
母親、ご自分でも心理学の資格等常に学び続ける、	 スーパーセレブである
加藤英子さん。

忙しいからこそ、【調和】をなによりも大事にしたい。

過去、現在、未来までの物語をお聴きするなかで、【調和】という
キーワードが浮かび上がってきました。
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「今、ベッドサイドのテーブルにたてかけて、毎日眺めています。

さしてくる光の先の世界と手前の世界とに深く壮大な世界が感じられて
夫と自分、家族と自分、自分の内と外、現在と未来、、、、

絵の世界からいろんな調和の在り方を想像できます」

空と海のような風景のなかで、花が風に吹かれていくようなイメージには、
地層など壮大な世界の暗示があります。

特別な日の夕焼けや、夢や、毎日の大切なこと、大事な人たちのこと。
世界にとけ込んで輝いています。

深いとともに華麗なピンクの幸せ絵です。
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第三章　本来のあなたと対話する

一枚の絵が生まれる。

そのなかに、三人三様の物語があり、ひとつひとつ違うピンク色の絵が生まれ
てきました。

誰のものでもないその方の人生。だからこそ、
愛情をこめて生き生きとしたその方だけの世界を創り上げます。
その方の人生は、その方だけの唯一のものだから。

そして、その方が＜感じている自分＞、その方が＜なりたい自分＞、
その方の中のもっとも清らかなるものを引き出したい。

いつもそう思っています。

芸術とは人を幸せにするものだから。

有名な陶芸家、河井寛次郎が「芸術は頭で考えるものでなく、身体を通
してかんじるもの、魂と魂とのふれあい」といったように。

今の時代の大きな波の中で、ひとりひとりの力は本当に小さい。
それでも心の軸を大切にしたい。
言葉にできないほど深い想いを抱きつつ歩みたい。
目立つ目立たないに関わらず、そういう方々がいて、
社会を支えている。
私が絵を通じて出逢ってきたのは、そういう勇気ある方々でした。

そういう方々の心の深みに出逢い続けていくため、その方を理解し、その方の
ために絵を作り上げることを大切にしています。

では、実際にどのように対話していくのかを、「天空の歌」の制作過程
を例に、ご説明します。
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【天空の歌】は、アンテロープ（地層）の壮大さがあって、かつ、優しい癒し

がある大人の女性のピンクの絵が欲しい」というイメージからスタート。

地層をイメージしたピンク色の構想のための１０センチ×１０センチの絵を

たくさん描き、打ち合わせしました。
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すると、「地層のイメージなのに、

ハワイで雲のようなところから差し込んでいる太陽

と海みたいにみえて、とても惹かれる・・・なんで

だろう」と、いう気づきがありました。

よくわからないけれど惹かれる時は、

言葉にすることができない大切なものが隠されてい

る合図。地層の絵、という最初のイメージにとらわ

れずに、合図を信じ、この絵を下絵へ発展させるこ

とに決めます。
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左の10センチ×10センチの絵から、

下絵に発展させた二枚。

地層らしい横縞をのこしつつ、空と海、太陽の

イメージがより感じられるように描いています。

手前に、白い花が飛んでいてほしい、

という声も反映しています。

地層でありながら、太陽と海と空。

絵の重要なポイントは、太陽の光が反射する海。

太陽を強調するなら、写真のように光は太陽の下のみ。

地層を強調するなら、光を横長くした方がよい。

英子さんが感じて選べるように、二枚描きました。

同時に、オレンジ系ピンクか、バイオレット系ピンクが

よいかもチェックできるように色を描き分けました。

バイオレット系ピンクで、地層を強調した絵に

惹かれるのがわかりました。

太陽が明るいほうがいいことがわかったので、最

初のイメージから離れます。

明るくしたら、太陽がとても大きい必要がわかり

ました。

言葉にできない重要なことは、イメージで

たどることで、パズルのピースがはまるように明

らかになってきます。
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下絵の完成。初めの絵や写真と比べると、英子さんの世界が生まれたのが

わかります。

＜何か感じる、惹かれる＞ものには、宝物が埋まっています。

私は、それを絵でたどる技術と、それにたどり着く信念にて描きます。

下絵が完成する間に英子さんは、以前心に誓った夢、原点を思い出しました。

人生の方向を決める決意をした時に眺めた海と一緒のイメージなのもわかり

ました。

今、大きく新たな良き世界へと変化していく途中だから、日が差し込むのが

よいのもわかりました。

地層や海など壮大なものに接していると、ちっぽけな自分が自覚できて、悩み

も小さなものに見えてきて元気になれることもわかりました。

そして、自然にコンセプトがでてきました。【調和】です。

過去、現在、未来へとつらぬく、高き夢、希望、志。それを、家族を大事に

する【調和】のなかで実現する。お母様が亡くなった悲しみを癒す想いも

こめました。

英子さんが対話できる、心の宝石がつまった下絵ができあがりました。

次に、本画を描きます。
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本画の進行中、「よくわからないけどピンクすぎる気がする」との英子さんの声が、

ことばにできない深いものを伝えてきました。それは何か。英子さんを思い浮かべ

ながらピンク系以外の色を重ね、描いたり削ったりしながら、より高い次元に向かう

絵を目指します。きれいを超えた深みを放ち勇気と希望を醸し出す絵になるために。
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最後に、完成した絵の画像を送付すると、
「天使さまが舞い降りてきそうです」
英子さんがいいました。
舞い降りてくる天使は、新たな英子さん
への導き手なのかもしれません。
無数の軌跡のなかでブルーグレーが
散りばめられ、深い何かを感じさせます。

「ピンク色の地層をイメージした絵にした
い」という出発点から、英子さんの心の声
と対話しながら、【天空の歌】という英子
さんの世界が完成しました。

【天空の歌】
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【天空の歌】にて、本来の自分へのメッセージを感じられる幸せ絵のプロセスを

たどってきました。

本当の姿を映し出す、自分の本質を明らかにする経験は、多くの幸福をもたらし

てくれます。

心と体の健康の土台となって、生命力を高めてくれます。

だから、女性力があがる絵、明るく元気になれる癒しの絵になるのです。

対話できる絵画は、無数の色の積み重なりで、重層的な世界が呼び合い無限

に広がっていく絵です。

持ち主の解釈が進めば、いつも新しい世界を切り開いてくれます。

そして、今後の人生に影響を与えて、生活がよりよくかわっていく、

精神的パートナーとなって、存在に寄り添い続ける絵なのです。
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おわりに　あなたの幸せ絵につながるヒント

では、実際に、ご自分の幸せ絵はどんな風に

なるだろう、考えたとしたら、

大きく分けて３つのヒントがあります。

１これが実現できたらよかったのに

２ワクワクするありえないものを組み合わせる

３好きなものを並べる

今までみてきたように、イメージを重層的に重ねて絵にできるので、「これは

きっと無理」と思うものでも、美しい世界へと変わります。

上の写真のように、好きなものをいくつか持ってのお打ち合わせでも、出発点と

して十分です。

心の声を澄ませて、本来のあなたの幸せの世界を描き始めることができます。

ことばにできないもの。

なんとなく感じること。

ありえないこと。

どうぞ大切になさってくださいね。

心の片隅でもいいのです。それは、本来のあなたに通じる幸せの道です。
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イベント個展でも、制作途中のオーダーメイド絵画や、下絵や資料をご紹介して

います。

ひとりひとりの物語、存在を描き出す絵たち。

大人の女性の他、経営者等、様々な形で心の軸を大切にしながら

人生を歩み、目立つ目立たないに関わらず、社会を支えている方々の絵です。

かけがえのない存在にふれるとき、

あなたもご自分のかけがえのない世界にふれて癒されます。

もし、絵を見て癒されたいときは・・・
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東京都稲城市で生まれたあと、２歳で神奈川県

相模原市（旧津久井郡城山町）、現在相模原市

緑区橋本在住。	 自然豊かな土地柄で、飽きる

まで雲をみつめたり四季の豊かな移ろいに感動

して、宇宙の不思議に想いを馳せたものでした。

むかしからの友人達によると、「本質的なことを

ふっとお天気の話のように話しかけてびっくり

させる」ようなちょっと不思議な子供だったよう

です。

1993年女子美術大学卒業。このときの卒業制作から今まで「存在」「エネルギー」を

テーマに、【感じる絵】であることを大切に描いてきました。	 

言葉にできないことも感じる。心の軸に、存在そのものに響く。

そんな絵を描くために、自分のこころを見つめ、夢や希望だけでなく葛藤や揺らぎも

受け入れ描いてきました。

こころを見つめ続けて。不思議と澄んだ絵に変容していったのが１５年ほど前。

その後、【完全オーダーメイド　対話できる絵画】が、お客様との対話から生まれて

きました。

「その方を理解して、感情移入して、信念をもって描く」ことを信条に、

愛情をこめて大切に大切に描いています。

*****************************************

WEBを検索の場合は、対話できる絵画と検索してください。
以下のページ等が見つかります。

◯対話できる絵画HP

http://momma-world.com/

◯対話できる絵画ブログ

http://ameblo.jp/yukamomma/

◯フェイスブック

https://www.facebook.com/yuka.monma.5

◯お問い合わせ

http://momma-world.com/form

＜画家：門間由佳プロフィール＞
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