モデルコース

C

“車で牡鹿半島中部コース”

所要時間：１日

➡まず牡鹿半島中部まで車で行き、リボーン
アート・バス（無料）を使って中部エリアの
作品をすべて見るコースです。
「REBORN-A
、
「はまさいさい」など食の拠点
RT DINING」
もすべて網羅できます。

C6

灯台への道入り口
〜貝殻の入江 ◀◀◀This Art work is Here

インフォメーションから漁港の方に歩いてい
くと、荻浜の漁師さんの日々の営みが漁船と
ともに見ることができます。その先の浜辺に
つづく小路をブルース・ナウマンの音のイン
スタレーションを楽しみながら、一歩一歩静
かな荻浜の湾の風景を進んでいくと浜の入江

SCHEDULE 
10:00

ルのメインビジュアルといえる巨大な白い鹿

▼車移動▼

P

が見えてきます。たどり着いたのは荻浜の静
かな青い湾と緑の山に囲まれた白い貝殻のビ

荻浜駐車場

灯台への道入り口
〜貝殻の入江

C6
11:00

にそびえ立つリボーンアート・フェスティバ

C5

n-Art DINING」があります。

宮永愛子
さわひらき
ブルース・ナウマン

約 50 分

居るだけでもここちいい「Reborn-Art DININ
G」はリボーンアート・フェスティバルのフ
ードディレクター目黒敬浩を中心に全国から

昼食：Reborn-Art DINING
約 85 分

シェフが集まり、この地の素材や食文化を再
発見して創造していく期間限定レストラン。
美しい入江を望む席で供出される一皿一皿が

12:00

まさに「おいしい！」の一言。メニューやシ
ェフは日替わりです。右に 7/25 のメニューを
ご紹介いたしますので参考にしてください。

▼RA バス移動▼

C1

桃浦小学校跡地

※滞在目安

ブルース・ナウマン

約 80 分

＜コースメニュー＞¥ 3,900-( 税サ込 )
ANTIPASTO / 前菜
・石巻・牡鹿半島産のホタテと 千葉・八街エコファームアサノのビーツ
・兵庫・芦屋メツゲライクスダのプロシュート エコファームアサノのルッコラサラダ
・青森・弘前エノテカ・ダ・サスィーノの ブッラータと宮城県産野菜
・野菜のミスト 千葉のパプリカとナスのテリーヌ
PRIMO / パスタ
・千葉・八街「IMAFUN」小麦使用パスタ 牡鹿半島のニホンジカのラグーソース
・気仙沼産メカジキのトンナート
PESCE / メイン
・東京・千駄ヶ谷 シンシアのスペシャリテ 石巻産スズキのパイ包み
DOLCE| / デザート
・フルーツコンポート ウッフアラネージュ 梅ヨーグルトのアイス
CAFE / コーヒー
（※アラカルトも可能）

12:40 牡鹿ビレッジ＞＞12:55 旧桃浦小学校入口

13:00

04

Reborn-Art DINING

デイヴィッド・ハモンズ

牡鹿ビレッジ
※滞在目安

▲名和晃平「White Deer(Oshika)」

鈴木康広

伏見家納屋近く
※滞在目安

ーチ。たたずむ巨大な白い鹿の奥に「Rebor

名和晃平

鈴木康広

C1 桃浦小学校跡地

青木陵子＋伊藤存

旧桃浦小学校跡は Reborn-Art DINING に向かう

コンタクトゴンゾ

「浜辺の小路」に対して「山の小路」です。バ
スを降りてから、旧桃浦小学校舎跡、そして、
その先の浪田浜まで続く道はもともと金華山

14:00

につづく参道とも言われています。ブルース・

▼RA バス移動▼

ナウマン、コンタクトゴンゾ、鈴木康広、青

14:20 旧桃浦小学校入口＞＞14:25 荻浜小学校

15:00

木陵子 + 伊藤存の 4 アーティストの作品とと

C4

荻浜小学校

C3

荻浜小学校近くファブリス・イベール

※滞在目安
▼RA バス移動▼

金氏撤平
パルコキノシタ
地元アート

もに、往復で 30 分程度のトレッキングコース
をじっくりアートを観ながら楽しみましょう。
◀◀◀This Art work is Here

約 45 分

C4 荻浜小学校

15:10 荻浜小学校＞＞15:20 牡鹿ビレッジ

牡鹿ビレッジ

荻浜小学校は、震災で児童数が減り、現在休校

休憩：はまさいさい
※滞在目安 約 40 分

となっている小学校。ここにはパルコキノシタ、
が多く展示されています。かつてこどもたちが

▼徒歩▼

16:00

▲鈴木康広「記憶のルーペ」 20

金氏徹平、そして地元アーティストたちの作品

P

荻浜駐車場

P

桃浦駐車場

学んだ教室を巡りながらアート作品を楽しんで
みてください。

▼車移動▼

C2

洞仙寺前
※滞在目安

ギャレス・ムーア

◀◀◀This Art work is Here

はまさいさい

Chim↑Pom

約 30 分

「はまさいさい」は浜のお母さんたちが地元の
食材を、気取らない郷土の家庭料理として提

▼車移動▼

供しています。休憩に石巻産の苺のソルベや、
自家製青梅のビネガードリンクなど地元の食

17:00

材で作った手作りデザートやドリンクで一息

P

入れてみるのはいかがでしょう。

石巻市街地駐車場

？

市街地エリアの作品
おひとつ ※滞在目安 約 15 分

▲パルコキノシタ「幽霊でもいいから」31

C2

洞仙寺前

◀ギャレス・ムーア「数える噴水」 26
◀◀◀This Art work is Here

牡鹿ビレッジから桃浦の洞仙寺前の駐車場（土

▼徒歩▼

x
Reborn-Art House 小林武史
WOW x

B1 （旧石巻港湾病院）

DAISY BALLOON

日のみ有料：500 円）に車を移動させて、チン
ポムの作品「ひとかけら」とギャレス・ムーア
の「門」シリーズを。「ひとかけら」は震災後
のいろいろな種類の涙の氷結晶を地下空間に展

18:00

示している作品。牡鹿半島でひろったものをベ

A1

旧観慶丸商店 ルドルフ・シュタイナー
ヨーゼフ・ボイス

※滞在目安

約 60 分

つがこの桃浦に展示されています。

ナムジュン・パイク
名和晃平
コンタクトゴンゾ
宮永愛子

19:00

ースに作られた「門」シリーズは３つのうち２

皆川明

？ 市街地エリアの作品おひとつ
桃浦から石巻市街地にもどると 17 時頃の到着
になります。作品の多くは鑑賞時間が 17:30
までなので、駐車場のある作品を選んでみて

XX

は。旧観慶丸商店や Reborn-Art House( 旧石
＝作品設置場所（公式 MAP 連動ナンバー）
＝路線バス

＝RA バス

P

＝駐車場

巻港湾病院 ) などが特にオススメです！
▲小林武史 X WOW X DAISY BALLOON「D・E・A・U」21

34

