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リビングスペース
Living Space

牡鹿半島の北西部に位置する、カキの養 殖が盛んな漁

リビングスペース とは、居間／居場所／居住

村。防 潮 堤と新 宅 地 の 狭 間の空き地となったスペース

A living space refers to a living room, a
place one belongs to, or one s living
environment. As places where people live
from the past towards the future, such
dwellings shelter thoughts and memories that
continue to endure. The villages of Oshika
Peninsula, where people have long lived close
to nature, witnessed profound changes to
such living spaces. The large sea wall erected
after the disaster secured tranquility for the
area, but also deprived it of its scenery.
Amidst such dramatic changes, this art
project explores living space as a
continuous place for living in areas of
Oshika Peninsula and Momonoura that still
intensely retain traces and memories of the
past. In addition to a daytime exhibition of art
centered around Momonoura Village ̶
providing the only official lodging for
visitors ̶ and the abandoned building of
former Oginohama Elementary School, the
unique all-night event Yorugawa no Dekigoto
is also planned during the festival.

空間。過去から未来へ向けて人々が生きる場で

のほ か、リボーンアート・フェスティバル のオフィシャ

あり、想いや記憶はそこに宿り、そして留まりま

ル 宿泊 体 験 施 設でさまざまなアクティビティを用意し

す。これまで自然と密接に暮らしてきた牡鹿半

ているもものうらヴィレッジ、旧 荻 浜 小 学 校などが 今

島の村々ではその居住空間に甚大な変化が起

回の会場となります。

きました。震災後にできた大きな防潮堤は安寧
の確保と景観の喪失を同時にもたらしていま
す。このように急激な変貌を遂げながらも未だ

Momonoura is a fishing community in the

強烈に過去の跡／記憶も残す牡鹿半島／桃浦

northwest Oshika Peninsula with a thriving

の場で、
現在進行形での
「リビングスペース＝生

oyster cultivation industry. The venues include

きる場」とは何かを探るアートプロジェクト。こ

an open space between the seawall and newly

こでは、唯一のオフィシャル宿泊施設であるも

constructed housing, the former Oginohama

ものうらビレッジや旧荻浜小学校の廃校舎を

Elementary School, and the Momonoura

中心とした日中のアート展示とともに、
「夜側の

Village, the Reborn-Art Festival s official

できごと」として会期中でおそらく唯一のオー

accommodation and experiential facility, which

バーナイトイベントを企画予定しています。

offers various activities for visitors to enjoy.

Official Facilities in Momonoura

体験施設「もものうらビレッジ」

洞仙寺

ACCESS

循環を表現する農場

「リボーンアート・ファーム」

「もものうらビレッジ」は、都市部では遠ざけられている資
源と直接的に関わりあって暮らしを組み立てていくことを

石巻
河南 IC

Ishinomaki
Kanan IC

リボーンアート・ファームは「いのちのて

学ぶ 宿泊体験 施設。訪れる人々が「生きる術」を会 得する

県

場であると同時に、持続可能な場を集落に生み出していく

道2

国道 398 号

National Route #398

県道 2 号

Prefectural Route #2

桃浦

Momonoura

車で約 30 分

About 30 minutes by car

ざわり」を体現する農場です。放牧養豚を

号

県道 16 号

Prefectural Route #16

アクセス

行い、そこで生育した豚を会期中にいた
だきます。自然の循環、そして人間もその

プロジェクトでもあります。ドットアーキテクツらが 設 計

循環に含まれていることを感じさせてく

し、大工さんに教わりながら一般参加者が建てたタイニー

れます。監修：佐藤剛（養豚家・ファットリ

ハウスも。宿泊予約受付中です。☎ 0225-25-6870

ア カワサキ代表）

旧荻浜小学校内インフォメーション

駐
約

場
車 00台

Hands-on work facilities Momonoura Village

2

INFORMATION in former Oginohama Elementary School

WC

Momonoura Village is residential facilities where people can

10:00 〜平日16:00（土日祝・8月13日〜16日は 17:00まで）

learn how to structure their lives as they get directly involved

石巻市桃浦米久保 5（旧荻浜小学校）

もものうら
ビレッジ

with resources that have been kept away in cities. While it is a
place where visitors can learn Reborn-Art (means to live), it

10:00-Weekdays 16:00 (Saturdays, Sundays
public holidays, and August 13-16 17:00）
5 Yonekubo, Momonoura, Ishinomaki

is also a project to create sustainable places in communities.
オーバーナイトプログラム

There are also tiny houses designed by Dot Architects and
built by general par ticipants who are taught by carpenters.

「夜側のできごと」

Lodging reservations are being accepted. ☎ 0225-25-6870

C1
C4

中 﨑 透《 P e a c h B e a c h , S u m m e r

School》の展示会場を中心に、旧荻浜小

C5 〜 C12

C2

学校の校内や海岸を含めたその近隣など

WC

を一 晩 かけて巡るゆるやかなツアー型
の、上映のような公演のような展覧会の
ようなプログラム。小林武史がプロデュー
ス、中﨑透がディレクションし、8月10 日

桃浦インフォメーション

C3

INFORMATION in Momonoura

〜9月28日の毎週土曜18時から開催予定

10:00 〜平日16:00（土日祝・8月13日〜16日は 17:00まで）

です。予約方法など詳細はオフィシャル

10:00-Weekdays 16:00 (Saturdays, Sundays
public holidays, and August 13-16 17:00）

ウェブサイトでご確認ください。

荻浜小学校前
バス停

建物はメインハウスと奥のタイニーハウス2棟

100m
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C1

八大龍王碑付近

久住有生

C5

Naoki Kusumi

淡（あわ）

旧荻浜小学校 1F 職員室

ジェローム・ワーグ、
松岡美緒

Jérôme Waag,
Mio Matsuoka

石巻・自然と食べ物ミュージアム

Bubble

The Cultural Ecology Museum of the Ishinomaki Foodshed

「全ては、ほんの一瞬の出来事である。

リボーンアート・フェスティバル 2019 のフードディレクターが石巻の各地で仕

何億年も前から続く循環も進化も永遠ではない。

掛ける「石巻フードアドベンチャー」の記録を見ることができる博物館。旅の

一喜一憂する毎日も。

途中で出会う芸術品、山や海と共存する暮らしの中で 使われている道具、地

生まれてくる事は、儚い。」

域で聴こえてくる物語のかけらや書物、そして地元の人々が生産した食べ物な

（久住有生）

どを集めます。食べ物と、人間を含む動物が住む自然環境について考えを巡
らせる場になるでしょう。
TRANSIT! Reborn-Art 2018

オープニングイベント「Reborn-Art DINING 牡鹿の鹿をいただく 」より

C2

タブの木の下

草間彌生

C6

Yayoi Kusama

新たなる空間への道標

村田朋泰

Tomoyasu Murata

脳舞台 -語り継ぎ、言ひ継ぎ行かむ、不尽（ふじ）の高嶺（たかね）は- 2016

2016

GUIDEPOST TO THE NEW WORLD 2016

Noh Stage -Let s Transmit This Beautiful Mt. Fuji by Word of Mouth- 2016

「赤い炎の色から、全世界と宇宙の中で私たちの未来を暗示するこの作品は、

「このタイトルは『万葉集』から拝借した、
『 神の山』とされる富士山を讃え『旅

我々に無限大の未来を与え続けているいま。我々は 道標 の強い生命の輝き

の無事を祈る』山部赤人の歌です。古来、自然と人間の関係 がより密接であ

を永遠に讃歌し続け、深い感 動をもって世界中に多くのメッセージを送り続

り、旅の途中その土地に宿る地霊や死者の魂に供物や鎮魂の歌を詠み、地霊

けていくその素晴らしさ。その事を全人類の人々の心の中に永遠に持ち続け

を慰め精霊の加護を願う風習に由来するこの歌 から着想を得ました。また、

てやまない事を私は信じきっている。この素晴らしい彫 刻に対する大いなる

人は祈りを捧げる時、それがより身近になるよう神棚やお守りをミニマム化す

感動を、毎日語り続けていく我々の人生観を忘れない。すべて万歳 彫刻よ万

る習慣があったことから能舞台をミニチュア化しました。舞台に置かれた富士

歳 赤い彫刻よ万歳」
（ 草間彌生）

山で移ろいゆく『無常観』を表現しつつ、
『 死者に祈りを捧げる』作品となって

《新たなる空間への道標》2004

います」
（ 村田朋泰）

Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore/ Shanghai © Yayoi Kusama

C3

旧荻浜小学校 1F 保健室

防潮堤付近

C7

SIDE CORE （BIEN、EVERYDAY HOLIDAY SQUAD、リヴァ・クリストフ、森山泰地）
Lonely Museum of Wall Art

旧荻浜小学校 1F 外国語活動室

村田朋泰

Tomoyasu Murata

White Forest of Omens

「津波のあった被災地を訪れれば、否が応でも海岸線に立ち並ぶ巨大な防潮

2018

「『鏡』は『境』と共通した意味を持っています。
『鏡の前にいる世界はこの世、鏡の

堤を目の当たりにします。そこでは安全性を優先すべきなのか、元々の環境を

中の世界はあの世』という解釈は古来日本人にとって左右逆転しているように見

優先すべきなのか、異なる立場の人々の苦悩の議論が聞こえてきます。今回防

えることから左と右に着目し、また鏡の反射は天照大神として神鏡となりました。

潮堤に建設する『孤独な壁の美術館』では、私達を含めた世界中の人々の壁と

『鏡』
『境』には『音』という漢字が含まれます。古代、音の届く限界が集落範囲と考

向き合った表現の歴史を展示し、防潮堤周辺の環境を利用した野外作品も発

えられていたのかもしれません。これらをヒントに本作品は白い森に鎮座する小

表されます。展示作家は BIEN 、EVERDAY HOLIDAY SQUAD 、リヴァ・クリ

高い岩から僅かに聞こえる拍子木の音で始まり、大地に降り注ぐ雨や雷、動物の

ストフ、森山泰地です。私達は完成したばかりの防潮堤に、過去の歴史と未来

軌跡を通じて天変地異の
『予兆』
を光と音で描いています」
（村田朋泰）

の想像力に溢れる表現の種を植えつけます」
（ SIDE CORE ）
協力：高橋英貴

C4

リボーンアート・ファーム

パルコキノシタ

C8

Parco Kinoshita

旧荻浜小学校 2F 全体、プール

中﨑透

Tohru Nakazaki

Peach Beach, Summer School

命は循環していて、
命は神に送られて神は命を人に与える。
我々の魂は永遠に続く
Life Circulates. Life is Sent by the Gods and Given to People. Our Souls Continue Forever.

旧荻浜小学校校舎の2階のフロアを中心に校内のいくつかの場所を回遊する巡

「沈黙している神を呼び起こすことができればと思います。牡鹿半島桃浦エリア

回型のインスタレーション作品。
「旧荻浜小や桃浦地区に所縁のある方々のイン

は震災で人が住めない地域があります。かつての港の賑わいもお祭りも人の営

タビューの言葉を元に、空間と物語を編んでいきます。過去から現在に続く日常

みはもう見ることができません。しかし人がいなくなってもそこにかつて存在した

の中での、変わらないことや変わること、場所やそこに暮らす生活のようなもの

人と神の関係は永遠に続くはずで、命は海から空、それから雨になって再び山。

が静かに見えてくるような状況を表出させたいと思っています」
（中﨑透）

山から蓄えられた命の水は再び海へ、この循環の中に我々人間の命もあるはず

原土採取・野焼き監修：芳賀龍一

音響、
テキストデザイン：津田翔平

英訳：奥村雄樹

なのです。津波で犠牲になった魂もまたこの循環の中にあると僕は信じて、海の

インタビュー協力：松浦達夫、
杉浦恵美、
木村傳、
甲谷強、
八巻芳栄

命は山に半島に草木の息吹の中にも感じるのです。忘れてしまいそうなこの循環

協力：津田翔平、
野地真隆、
アサノコウタ、川濱暢也、長崎由幹、名城大学佐藤布武ゼミ、

出品協力：松浦達夫、木村傳、八巻芳栄、浜づくり実行委員会

の中にあなたも必ずいる。
それを感じてもらえたら幸いです」
（パルコキノシタ）
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石巻専修大学庄子ゼミ、NPO法人にじいろクレヨン
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※写真・画像はイメージです

※アーティストのプロフィールなど詳細はオフィシャルウェブサイトにてご確認ください

《Like a Rolling Riceball》2018

Photo: ECHIGOYA Izuru

※制作年の記載がないものは新作です

13
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旧荻浜小学校 3F 音楽室

増田セバスチャン

Q＆ A

Sebastian Masuda

Microcosmos ̶ Melody ̶

vol.1

2018

リボーンアート・フェスティバルや石巻についてのギモンにお答えします。はじめての方もそうでない方も、
もっとわかると、もっと楽しめるはず。
We answer questions about Reborn-Art Festival and Ishinomaki. For both first-time visitors
and others, the better they understand, the more they can enjoy.

「自分の小宇宙を奏でる」をテーマに作られた誰でも弾けるアートピアノが、

2018 年に閉校し、ピアノが撤去された旧荻浜小学校の音楽室に出現します。

Q

昨年、TRANSIT! Reborn-Art 2018 の「 Reborn-Art Music Week 小林
武史 BGM for the ART with friend ＠牡鹿ビレッジ / 荻浜」では、牡蠣殻
が 敷き詰められた白い浜に置かれ、小林武史とミュージシャンたちが音楽を
奏でました。

A

※Marunouchi GW Festival 2018「 Art Piano in Marunouchi 」にて制作

C10

What kind of place is Ishinomaki?
石巻市は宮城県下で仙台市に次ぐ第 2 の都市で、面積は約 554km 2、人口は約 14 万人。北上川の河口
に位置し、世界三大漁場・金華山沖を抱える自然豊かな地域です。東日本大震災では甚大な被害を受
け、
津波犠牲者最多の市区町村となりましたが、
徐々に復興しつつある様子を見ることができるでしょう。
Ishinomaki is the second largest city after Sendai in Miyagi Prefecture. The area is about
554 square kilometers and the population is about 140,000. It is located on the estuary of
Kitakami River facing Kinkasan open sea, one of the world s top three fishing spots, and
it is blessed with nature. It was badly damaged by the Great East Japan Earthquake and
the number of victims of tsunami was the worst among all the municipalities. Their
gradual recovery, however, will be seen.

旧荻浜小学校体育館

深澤孝史

石巻ってどんなところ？

Takafumi Fukasawa

日和山神社の鳥居越しに望む石巻の街

The city of Ishinomaki viewed over the torii
of Hiyoriyama Shrine

海をつなげる
Two seas connected

Q

「東日本大震災による津波で大きな被害を受けた牡鹿半島に、対岸の海の景
色を 運ぼうと思います。日の 沈む 海と大 陸 から流 れ 着く様 々なものもの や
人々。海の向こう側を想起する神話的な想像力と存在自体をなかったことに

A

するしかない廃棄物は表裏一体で、海は無意識そのものだと感じます。牡鹿
半島の現実にもう一つの現実を接続しようとする試みです」
（ 深澤孝史）

C11

深澤孝史が撮影した日本海の海原

Q

Anish Kapoor

Mirror (Lime, Apple Mix to Laser Red)

What would be the appropriate clothes?
展示エリアには山道など美しくも険しい自然に囲まれたところがあります。ヒルやマダニがいること
もありますので、なるべく肌を露出しないようにしましょう。サンダルは避け、スニーカーやトレッキン
グシューズなどを履きましょう。日よけができるつばがある帽子、両手が空くバッグがおすすめです。
In the exhibition areas, there are mountain roads, beautiful but harsh nature. There
could be leeches and ticks, so it is recommended that you expose your skin as little as
possible. Wear sneakers or hiking boots instead of sandals. Hats with sunshade and bags
which keep your hands free are recommended.

旧荻浜小学校倉庫

アニッシュ・カプーア

どんな服装がいい？

2017

A

1954年にインドのボンベイで生まれ、ロンドンを拠点に活動するアニッシュ・カ
プーアは、ヨーロッパのモダニズムと仏教やインド哲学などの東洋的世界観を融

Illustration: Kenta Kaido

会期中のイベントは？
What kind of events are there during the festival?
桃 浦エリアの「夜 側 のできごと」
（ P.1 0 ）、小 積エリアの「いつか あなたになる」

詳しくは
こちらから

詩」、異色のオペラ公演「四次元の賢治 - 完結編 - 」などさまざまなイベントが行わ

For more
information

（ P.23 ）、鮎川エリアの「詩人の家」
（ P.26 ）のほか、オープニングライブ「転がる、
れます。最新情報はオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

合させ、シンプルな形と独自の素材の選択により、虚と実、陰と陽など両極的な

There are various events including Happening on the Night Side in
Momonoura area (P.10), Someday It Will Be You in Kozumi area (P.23),
Poet s House in Ayukawa area (P.26), opening live Rolling Lyrics,
and unique opera performance Kenji in Four Dimensions ̶The Final
Edition. For the latest information, please see the official website.

概念を共存させた彫刻作品で知られています。赤や黄の色彩、量感のある形状、
見る角度によって変わる表情が特徴的な本作は、異世界への入り口を思わせる
神秘性をもつ一方、いまここに命を宿しているかのようでもあり、太陽の光や熱、
人間の臓器や血液などに思いを巡らせ、そのてざわりを伝えてくれるようでもあ

「夜側のできごと」ディレクター中﨑透によるイメージ

The image by Tohru Nakazaki, director of
Happening on the Night Side

ります。

Q
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旧荻浜小学校校庭

増田セバスチャン

A

Sebastian Masuda

どんなおみやげが買える？

詳しくは
こちらから

What kind of souvenirs are sold?
海産物をはじめとした食品や「石巻こけし」などの工芸品のほか、アーティストや地元のメーカーとコラボレーションしたリボー

For more
information

ンアート・フェスティバル 2019 のオフィシャルグッズもあります。オフィシャルグッズについて詳しくはオフィシャルウェブサイト
をご覧ください。

ぽっかりあいた穴の秘密

Food, especially seafood, and local craft works such as Ishinomaki Kokeshi dolls, and official goods of Reborn-Art
Festival 2019 created in collaboration with artists and local manufacturers. As for the official goods, please see
the official website for details.

Gaping Hole Secret

「『穴』。それは凸凹のぼこ。圧倒的なネガティブな存在である『穴』が、空に向かっ
てどこまでも突き出ていくとき、それはポジティブになりえるだろうか？ミヒャエ
ル・エンデ作『モモ』は、円形劇場の廃墟に住みついた女の子の話。モモに話を聞

左から、木の屋コラボ金華さば缶 600 円、
石ノ森 章 太 郎コラボ手ぬぐい 1,000 円、

いてもらうと、悩みがたちどころに解決されてしまうので、いつの間にか町になく

草間彌生コラボ Tシャツ 4,000 円

てはならない存在になりました。
『穴』に降りていくと、そこは誰かの劇場。空を眺

From left: canned Kinka mackerel
¥600, hand towel in collaboration
with Shotaro Ishinomori ¥1,000,
T-shirt in collaboration with Yayoi
Kusama ¥4,000

めたり、佇んだり、考えごとをしたり。穴の中で誰かの物語を空想しながら、私た
ちは ぽっかり空いた穴 をキラキラで満たしていきます」
（増田セバスチャン）
共同制作：dot architects、京都造形芸術大学ウルトラファクトリー、Lovelies Lab. Design Studio
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