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ポーランド（スペイン在住）

来日して日が浅いころ︑ 蔓 青 園 ・ 加 藤 三 郎 氏
木村正彦さんの園にて︒ ︵故人︶を訪問︒

盆栽家
２００６年、第80回国風展に自身の樹を出展した。
師匠の漆畑信市氏とともに。

漆畑大雅さんが木村さんの弟子としてい
ましたから︑私の修業先が苔聖園になっ
たのかもしれません︒木村さんの園を去
る時︑驚いたことに木村さんから封筒を
渡されました︒３週間分の報酬が入って
いたのです︒全く予想もしていなかった
ことで︑とても大切な思い出として今も
その封筒を大切にとっています︒
Ｑ ４ そして静岡の苔聖園さんへ？
見知らぬ園へ行くのは最初は気が進み
ませんでしたが︑結局は苔聖園での日々
が私の人生で最高の日々となったのです︒
親方の漆畑信市さんは５年間の修業時代︑
まるで本当の父のようでした︒親方との
数年は私の盆栽人生の中で最高のもので
した︒調整をしてくださった中水さんに
は心より感謝しています︒
Ｑ ５ どんな思い出がありますか？
本が書けるほどたくさんありますが︑
印象的な思い出はこちらです︒
●盆栽の修業の後はヤマハサービスでア
ルバイト︒稼いだお金は全て鉢︑盆栽︑
本の購入に使ってしまっていたので稼ぐ
必要があったのです︒
●苔聖園インターナショナル盆栽スクー
ルの立ち上げ︒当時︑海外の人間がフル
タイムの弟子になることはとても難しか
ったので︑苔聖園で短期でも学べるスク
ールができました︒
●苔聖園での生活の最後の最後で起きた
バイク事故︒２ヵ月も入院しなければな
らなかったので︑国風展に間に合うよう
に退院させてほしいと懇願︒第 回国風
展に私の樹を出展できました︒
●日本での後半の２年間に現在のパート
ナーのメリッサと出会ったこと︒今スペ
インで一緒に暮らしていて息子﹁大樹﹂
がいます︒息子には日本語の名前を付け

私の盆栽哲学の一つ目は︑盆栽はシン
プルな技術と経験でより良く変わってい
けること︒自然は私たちの生活の最高の
先生です︒私たちは自然と共生し︑自然
に従う必要があると信じています︒環境︑
特に樹との関わりはとても大切で︑盆栽
をより良くするために樹と対話しなけれ
ばなりません︒樹は私たちに語りかけ︑
私たちは耳を傾けなければならないので
す︒もう一つの哲学は︑樹はその値段や
かけられてきた金額で評価されるべきで
はないということ︒生きているものとし
て評価され︑尊敬されるべきです︒
時間はすぐに過ぎ去ります︒私たちは
一瞬一瞬を大切に捉え︑鑑みる必要があ
ると思います︒床の間は時を見つめ鑑み
る完璧な機会です︒四季の移ろいや空間
を表現することを丹念に考えながら︑床
の間に盆栽︑掛け軸︑添えを飾り︑見て
くださる方々と共有することを楽しんで
います︒人生はとても忙しいですが︑
︵床の間を︶鑑賞する時間を作り出すこ
とは私たちにとって必要な努力だと思い
ます︒私の盆栽哲学は清代初期の中国で
活躍した画家の石濤︵せきとう︶から来
ています︒石濤の哲学は盆栽に通じると
ころがあるので︑石濤について読まれる
ことをお薦めします︒盆栽も人生も終わ
りのない川のようなものであり︑ニュア
ンスを生み出す曲がった部分が多々ある
のです︒
最後に石濤の言葉より︑﹁絵画﹂を
﹁盆栽﹂に置き換えて引用します︒
﹃一見すると残忍さや一貫性のないカオ
ス︵混沌︶しか見当たらない盆栽がある︒
しかし︑よく見ると全てが精神的なリズ
ムと人生の動きで満ちていることが分か
り︑尽きることのない味わいが見出され
る︒それはルールのないルールによると
ころなのである﹄︒
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がら来たと聞きましたが？
２００３年当時︑日本にいた海外から
の弟子は一人だけでしたから︑訪日は大
変な賭けでした︒
飛行機が苦手で︑電車が最も格安な行
き方でしたので︑まずポーランドからモ
スクワまで電車で行き︑モスクワからは
シベリア鉄道でウラジオストックまで９
２５８キロ移動しました︒そしてフェリ
ーに乗り新潟へ︒ポーランドから新潟ま
で二週間かかりましたね︒新潟でダンボ
ールに﹁沼田﹂﹁埼玉﹂と漢字で書いて
もらい︑ヒッチハイクでどうにか沼田へ︒
夜遅かったのでそのまま高速脇で寝て︑
翌日そのままヒッチハイクを続けようし
ましたが︑高速交通警察隊に止められま
した︒ヒッチハイク禁止ということで︑
警察の方が近くの駅まで連れて行ってく
れたんです︒
どうにかこうにか埼玉へ着き︑電話ボ
ックスからボンサイネットワークジャパ
ンの中水義弘さんへ電話をかけたところ︑
ものすごく驚かれました︒二週間前に連
絡した時には日本へ向かうとはひと言も
伝えていなかったので︑中水さんはまさ
か私が来日しているとは全く予想もして
いなかったのです︒
Ｑ ３ 木村正彦さんの園で修業をされた
んですか？
来日の目的は木村正彦さんの元で修業
をすることでしたが︑難しかったようで
断られました︒調整の結果︑木村さんが
しばらく園に通うことを了解してくれま
して︑雨の日も晴れの日も３週間︑毎日
宿泊先から キロ自転車を漕いで木村さ
んの園へ通いました︒
木村さんは当時すでに４名のお弟子さ
んを抱えていましたので︑残念ながら修
業に入ることはできませんでした︒当時︑

Ｑ ９ あなたの盆栽哲学を教えてください︒
盆栽は私の生活そのものです︒私の生
活は全て盆栽を中心に回っています︒

Ｑ ８ スペイン盆 栽の現 状 を 教 えて く だ
さい︒
飾りはかなり上達してきていますし︑
樹も成熟してきました︒長年スペイン盆
栽界は︑小品や中品は日本の市場からの
輸入品に依存してきましたが︑最近はス
ペイン愛好家は自らの手で地元の素材を
作るようになってきています︒将来︑私
たちが育てていけるヨーロッパ自生種の
盆栽が多くなるでしょう︒
愛好家たちはさらに高いレベルを求め
ていて︑より洗練されたさらに質の高い
盆栽を作るにはプロと協力する必要があ
ることを理解しています︒今後も継続し
てより良い盆栽を作っていきたいと思っ
ています︒

の盆栽博物館で働いています︒そこでル
イスさんと共に何年も盆栽イベントの開
催に関わっています︒ヨーロッパでトッ
プクラスの盆栽を展示していて︑来館者
にとても好評を博しています︒
それとは別に︑２年前に私たちは新し
い盆栽グループ﹁ＵＢＥ﹂を立ち上げま
した︒古い組織はあまり活動していなか
ったので︑スペインでさらに盆栽を普及
すべくプロ盆栽家のグループを始めるこ
とを決めたのです︒２０１９年︑２０２
０年と今のところ２度大会を開催しまし
た︒開催直前まで設営や細かな調整をし
ています︒大変なストレスで簡単なこと
ではありませんが︑誇れる素晴らしい大
会になりました︒初回の展示会は大成功
で︑﹁スペインの国風展﹂とも呼ばれた
んですよ︒第２回目も成功し︑今後も続
行していきたいと思っています︒
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盆栽に魅せられた多くの海外の若者が盆
栽を学びに来日するようになって久しい︒
だが修業を終えて帰国しても︑実際にビ
ジネスとして成り立たせるのが容易では
ないのも厳然たる事実だ︒そんな中︑日
本での修業後︑スペイン盆栽界を牽引し
ている盆栽家の一人がポーランド出身の
マリオ・コムスタ氏だ︒漆畑信市氏の元
での波乱万丈な修業時代の思い出や︑日
本盆栽への熱き想い︑スペイン盆栽界の
現状について話を聞いた︒
Ｑ １ 盆栽に出会ったきっかけは？
私はポーランドのブラホブニャで生ま
れ︑子供の頃は湖や森など豊かな自然に
囲まれて育ちました︒サボテンや鉢植え
の花が好きで︑ 年来植物にはずっと関
心があります︒植物や盆栽については学
生時代にアルバイトをしていた園芸店で
学びましたが︑就職の際に仕事の選択を
間違えてしまいました︒植物への情熱が
あったにも関わらず︑ステータスが上位
の業界へ行ったのです︵大学では鉄骨建
築の修士号を取得して卒業︶︒
バイト先の園芸店には育ちすぎたり形
が崩れた素材がいつも溢れていて︑店長
といつもそれらをどうにか盆栽にできな
いかと話していました︒それで盆栽クラ
スに入校し︑数ヵ月に一度大きな盆栽を
抱えて電車で通い︑盆栽への仕立て方を
学びました︒ですが３年ほど通っても私
の盆栽は本や雑誌︑ネット上で見たよう
なイメージには程遠い︒しかも盆栽を生
かしておくことすら難しい状態でした︒
それで私は仕事を変えてプロの盆栽家に
なろうと思ったのです︒あの時の私がす
べき唯一のことは︑日本へ行くことだっ
たのです！

初 来日の時︑公 園で寝 泊ま り し な

Ｑ ７ 今まで多くの盆栽イベントに関わっ
てきていると思います ︒
年前に日本からスペインに戻ってき
てから︑月に数日はマドリード近郊のア
ルコベンダスにあるルイス・バリェホ氏

Ｑ ６ ボンサイフォーカス誌の誌 上コンペ
で優 勝 したご褒 美 と して︑世 界 盆 栽 大 会
︵ＷＢＣ︶inさいたまに参加されたそ うで
すね？
はい︒ボンサイフォーカスには本当に
感謝しています︒ＷＢＣで展示されてい
た盆栽は息を飲むほど素晴らしく︑良い
思い出としていつも思い出します︒写真
でしか見たことのなかった多くの樹を実
際に目にするのは本当に素晴らしいこと
でした︒盆栽は愛好家さんの自宅にある
ことが多いので︑実際に見たことはなか
ったのです︒
会場では多くの国風賞受賞樹や貴重盆
栽︑また長年に渡り私に影響与えてくれ
た樹を目にしました︒大会は非常によく
運営されていて︑行って本当によかった︒
大きな感動を与えてくれたあの大会を生
涯決して忘れないでしょう︒

ました︒
親方は物事を変えるのが好きで︑園内
に手を加えない月はありませんでしたね︒
親方は盆栽のプロであるだけでなく建築
家でもありました︒親方の教えのおかげ
で︑私は今も自宅や庭に手を加えて常に
改築しているんですよ︒
私が日本にいる間︑私がしばしば反抗
的だったにも関わらず︑私の面倒を見て
指導してくれたことをとても感謝してい
ます︒反抗したことを今でも申し訳なく
思っています︒親方は日本にいる間︑そ
して今のスペインでの私の生活にも多大
な影響を与えてくれました︒

Ｑ２
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コムスタ氏の園︒見事に紅葉した雑木盆栽が美しい
︵上︶︒盆栽につもる雪︑この情景は鉢木物語の世界
のようだ︵下︶︒
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日英併記で海外盆栽人の思いを綴る

