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          ヨーゼフ・ボイス生誕 100 年 
『対話と創造の森』誕生記念フォーラム開催のお知らせ 

 

 
                                                  『光の対話場』 
 
一般社団法人 ダイアローグプレイス（代表理事  新野圭二郎、東京都中央区日本橋大伝馬町１５-３）
は、人間と自然の関係性を見直すための、重層的な対話の場『対話と創造の森』を 2021 年 11 月 6
日に設立いたします。これを記念して、当日はオンラインにて『対話と創造の森』誕生記念フォーラム
「精神というエネルギー｜石・水・森・人」を開催いたします。本フォーラムは、公共創造家の新野圭
二郎とキュレーターの四方幸子が、今年生誕 100 年となるドイツのアーティスト、ヨーゼフ・ボイス
による「社会彫刻」の理念を 21 世紀という時代にアップデートする可能性の場として、諏訪・八ヶ岳
の自然や精神性を見つめることから構想されました。二人を共同ホストに、諏訪信仰研究者の石埜三千
穂氏、井戸尻考古館館長の小松隆史氏をはじめ、糸魚川市立フォッサマグナミュージアム館長竹之内耕
氏、アーティストでパフォーマーの山川冬樹氏と豪華ゲスト陣を迎え、約６時間にわたって『対話と創
造の森』からライブ配信いたします。 
 

 
『対話と創造の森』 
 
長野県茅野市の八ヶ岳山麓の御小屋山(おこやさん)に繋がる標
高 1600m、約 1600 坪の森の中につくられた、原初の自然
と対話のできる場所。8mの鏡が設置された「光の対話場」や
磐座(いわくら)、ラボラトリー、野外キッチンスペースなどが
含まれます。入会地（コモンズ）を現代に解釈した新たなコ
モンズを目指し、コモンズメンバーにより約 1600 坪の森と
施設は共同運営・利用され、食事会やアーティストによる滞
在制作などを実施する予定です。 
 
詳細はこちら https://www.dialogueplace.org 
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構想・制作：N STUDIO, Inc.（新野圭二郎＋三宅祐介＋沼尾知哉＋宮地洋） 
ロゴ・Web デザイン：東泉一郎（Higraph） 
Web システム：今井高志（株式会社ハイライトワークス） 
写真： NOJYO 
 

 
                     森のラボラトリー                                              「光の対話場」大鏡に映る空 
 

 
光の対話場 

 

『対話と創造の森』内 磐座  
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『対話と創造の森』誕生記念フォーラム 
「精神というエネルギー｜石・水・森・人」＊ライブ配信・参加無料（事前登録制） 
 
今年は、ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイス（1921-1986）の生誕 100 年を迎えます。ボイスはかつ
て、彼が提唱した「社会彫刻」という理念が「21 世紀という環境が重視される時代において、ようや
く身を結ぶだろう」と述べました。現在、私たちは地球規模でさまざまな問題に直面しています。気候
変動、社会格差、そして新型コロナウイルスによる感染症…。それらは自然に加え、社会や精神におけ
る環境問題と言えるのではないでしょうか。近代的なシステムや人間中心主義を見直し、人と自然の関
係を未来に向けて再創造することが、今まさに求められています。 
「精神というエネルギー｜石・水・森・人」は、一般社団法人ダイアローグプレイスが諏訪・八ヶ岳で
発足するにあたって当地で初開催する、この地の基層に分け入っていくフォーラムです。諏訪は、中央
構造線（東西）とフォッサマグナの糸魚川-静岡構造線（南北）の交差点に位置しています。東に広が
る八ヶ岳は、火山による豊かな土壌や水、植生に恵まれています。両地域は、かつて縄文文化が花開
き、現在もアニミズムが息づく芸術と精神の源です。 
ボイスの「社会彫刻」は、熱エネルギーを基盤とするものでした。『対話と創造の森』はまさに、火山
熱に由来するエネルギーが物質となり、精神へと変容したかのようなエネルギーに満ちた場所です。本
フォーラムは、この地特有の自然や人のエネルギーを広義の「精神」と見なし、その起源に寄り添いつ
つ、未来の地球や人類、そして人類以外の存在へ向けた対話を試みます。 
フォーラムに先立ち、6月から 10 月に渡ってキュレーター四方幸子と公共創造家 新野圭二郎がホス
トとなり、諏訪・八ヶ岳の土地や歴史を各分野の専門家の方々をお招きし掘り下げるオンライントーク
を５回開催しました。このトークにご出演いただいた石埜・小松・竹之内各氏に、新たにアーティスト
の山川冬樹氏が加わり、本法人が拠点とする豊かな自然に囲まれた地に新たに開設した『対話と創造の
森』を会場に重層的な対話の場を開きます。 
 
日時：2021 年 11 月 6 日（土） 10:00-17:00  
会場：『対話と創造の森』（長野県茅野市）よりライブ配信 https://youtu.be/kONXFEkamlc	
ゲスト：石埜三千穂（諏訪信仰研究者・スワニミズム事務局長） 
    小松隆史（井戸尻考古館館長） 
    竹之内耕（糸魚川市立フォッサマグナミュージアム館長） 
    山川冬樹（アーティスト・パフォーマー） 
  *ゲストの詳細は別紙をご参照ください 
共同ホスト：四方幸子 新野圭二郎 
 
アーカイブ映像撮影、編集：きたむらゆうじ（tentoten inc.） 
配信：鈴木慶（NMCR） 
 
タイムテーブル： 
10:00-10:25 ごあいさつ   : 新野圭二郎、四方幸子 
10:25-11:50 セッション 1：小松隆史 × 竹之内耕、 
13:00-14:30 セッション 2：石埜三千穂×山川冬樹、 
14:40-16:00 総合セッション：小松隆史、竹之内耕、石埜三千穂、山川冬樹 
16:30-17:00 山川冬樹パフォーマンス＠光の対話場（日の入り時刻：16:47） 
 
過去のオンライントークアーカイブ 
こちらからご覧いただけます：https://www.youtube.com/channel/UC8cQYUNpYDAHZ4tn9_ZgwtQ  
2021/ 6/4 第一回（新野 ＆四方による「ヨーゼフボイスと公共創造」 
2021/ 7/2 第二回 「フォッサマグナと諏訪・八ヶ岳山麓」 
                            ゲスト：竹之内耕（新潟県糸魚川市立フォッサマグナミュージアム館長） 
2021/ 8/6 第三回「縄文時代の暮らしと精神世界ー井戸尻考古館の研究より」 
                            ゲスト：小松隆史（長野県富士見町立井戸尻考古館館長） 
2021/ 9/3 第四回「自然信仰と世界観ーミシャクジに触れながら」 
                           ゲスト：石埜三千穂（スワニミズム） 
2021/10/2 第五回「絡まり合う自然そして人間ー生と死の循環の中で」 
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                           ゲスト：大小島真木（現代美術家） 
一般社団法人 ダイアローグプレイス 
2021 年 9 月に諏訪・八ヶ岳にて発足。「人が自然との対話を通じて、その関係を結び直すことを試
み、森(自然)の中から世界へ言葉を届ける」をビジョンに掲げる公共創造 ( : 私たちが創る公共)を目的
とした一般社団法人。https://www.dialogueplace.org 	
 
代表理事  新野圭二郎 
理事 三宅祐介 
理事 宮地洋 
監事 服部匡志 
 
本店 東京都中央区日本橋大伝馬町１５-３ 
マネジメント『対話と創造の森』長野県茅野市玉川 

 

 

 
*ヨーゼフ・ボイス／Joseph Beuys（1921-1986）について 
ドイツのアーティスト。作品はドローイング、彫刻、インスタレーション、パフォーマンスなど多岐にわたる。素
材には脂肪や蜜蝋、フェルト、銅、鉄、玄武岩などを使用、そこには「熱彫刻」「エネルギーの流動」「変容（ト
ランスフォーメーション）」への意思が込められていた。人々との対話を重視し、美術の領域を超えて「人は誰も
が芸術家である」『社会彫刻』という拡張された芸術概念へと拡張した。 
 

 ヨーゼフ・ボイス⽣誕 100 年 
 『対話と創造の森』誕⽣記念フォーラムについてのお問い合わせ  
 mail@dialogueplace.org / 03-3663-0518 
 
 広報関係のお問い合わせ 
 那波佳子（リレーリレーLLP.） 
   nawa@relayrelay.ne.jp 
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新野圭二郎｜Keijiro Niino 
  
公共創造家。１９７５年愛知県生まれ。一般社団法人ダイアローグプレイス代表理事、株式会
社 N STUDIO 代表取締役、一般社団法人日本橋アーカイブス 代表理事。04年より現代美術の
活動に携わり、アーティスト ヨーゼフ・ボイスが提唱した社会彫刻を、現代にアップデートし
た公共創造(：私たちが創る公共）を行う公共創造家となる。 主なプロジェクトに『対話と創造
の森』(八ヶ岳)『日本橋歴史アーカイブス』(日本橋『Creative Hub 131』(日本橋))他があ
る。 
 

四方幸子｜Yukiko Shikata 
 
キュレーター、批評家。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、IAMAS・武蔵野美術大学非常
勤講師。「情報の流れ」から諸領域を横断する活動を展開。1990-2000年代はキヤノン・ア
ートラボ～森美術館～NTT ICC（キュレーター）と並行し、フリーで先進的な展覧会やプロジ
ェクトを実現。最近の仕事に美術評論家連盟 2020 年度シンポジウム「文化/ 地殻 / 変動 訪れ
つつある世界とその後に来る芸術」、オンラインフェスMMFS2020、山川冬樹「DOMBRA」
（東京港海上、2020）、フォーラム「想像力としての＜資本＞」（京都府、2021）など。国
内外の審査員を歴任。共著多数。yukikoshikata.com 

 
山川冬樹｜Fuyuki Yamakawa 
 
 
現代美術家／ホーメイ歌手。視覚、聴覚、皮膚感覚に訴えかける表現で、音楽／現代美術／舞
台芸術の境界を超えて活動。自らの声や心臓の鼓動、頭蓋骨を叩く際に生じるの振動など、生
命活動や身体のアクションに伴って生じる響きを、電子聴診器や骨伝導マイク等のテクノロジ
ーを使って抽出、音や光に変換し、空間へと拡張するパフォーマンスを得意とする。また南シ
ベリア伝わる歌唱法「ホーメイ」を現地で学び、パフォーマンスに応用、これまでに 16カ国
で公演を行う。 

石埜三千穂｜Michiho Ishino 
 
諏訪信仰研究者・スワニミズム事務局長。1964年、長野県下諏訪町出身。多摩美術大学中
退。主にゲーム関連のライターとして 00年代まで活動し、09年帰郷。原直正氏、田中基氏ら
と諏訪信仰、民俗学、考古学等の研究会「スワニミズム」を結成。同会会誌等への論考発表、
講演、イベントの企画運営等で活動中。19年頃からはスワニミズムに美術部門が発足、アート
イベントにも関わり始めている。 

竹之内耕｜Ko Takenouchi 
 
学芸員、1962 年新潟県生まれ。糸魚川フォッサマグナミュージアム館長、博士（理学）。
1987 年、金属鉱業事業団（現：石油天然ガス金属鉱物資源機構）において、日本国内の金属
資源探査に従事。1991 年、糸魚川市教育委員会博物館設立準備室をへて、1994 年から地質
博物館である糸魚川フォッサマグナミュージアムで学芸員として勤務、現在に至る。1993 
年、フォッサマグナの発見者であるエドムント・ナウマンの展示のためドイツで取材、2005 
年、ナウマン生誕 150 周年を記念した特別展を開催。フォッサマグナの成り立ちを研究テー
マに、大地と暮らしの関りについて教育普及活動に取り組んでいる。 

小松隆史｜Takashi Komatsu 
 
井戸尻考古館館長。1970 年 長野県岡谷市に生まれる。1980 年 学校の近くの遺跡で初めて
縄文土器を拾う。1984年 遺跡で拾った石器が、3500 年前の石の錘(おもり)だと、学芸員に
教えてもらい衝撃を受ける。将来の道が決まる。1990 年 金沢大学文学部史学科に入学。卒
業論文は「縄文時代の石器」をテーマとする。1994年 長野県富士見町に就職。井戸尻考古
館に勤務。以後、「自ら縄文人に近づく」を信条に、研究、発掘調査を続ける。著作（共
著）：『甦る高原の縄文王国』（井戸尻考古館編、言叢社、2004）、『中近世陶磁器の考古学 
第六巻』（雄山閣、2017） 

登壇者プロフィール 


