
The power of ‘Stay’,
and the expiration day

矢津：いわゆる観光の中に宿泊施設が位置付けられ
ることに抗いたい、みたいな気持ちがどこかにあっ
て。あまり話してないんですけど、実は小豆島と京
都のkumagusukuの間に、「泊まる」をテーマに作
品を作ったんですよね。京都の古い小さな集合住
宅、堀川団地という場所でBEPPU PROJECTの
山出さんと一緒にアートプロジェクトをしたんで
すよ。その場所を今後どうしていくのか、たくさん
の人たちの思惑が今でもあるんですけど、その当時
もちょっと住民を置き去りにしたままの議論がさ
れていて。関わる人たちが住んでいる人たちが見て

いる景色をちゃんと見ているのかと。僕らはそれ
が気持ち悪いと感じたので、そういう人たちに堀
川団地に泊まれる一夜を提供するのはどうかと
考えて、住民の人たちの思い出の品を借りてきて
構成した部屋に泊まれる、という作品を作った。
思い出とともに濃密なエネルギーが集まった部
屋で寝ると、居づらさもあるし、自分の記憶と人
の記憶が重なってくる感じがあって。これがこの
場所の強さなのか、とそのとき思ったんですよ
ね。結局いろんなプロジェクトでああだこうだ議
論している人たちは、招待状を送っても誰一人と
して泊まりに来てくれなかったんですけど。

岩崎：（笑）

矢津：結局僕らと、そういう体験を面白がってく
れる人たちしか泊まらなかったんですけど。け
ど、ものを知るという行為の中で「泊まる」が果た

蔵多：3人のお話を聞いていて、「泊まる」から様々
な方向に派生して、泊まらない領域に付加価値を与
えていると私は感じましたね。

岩崎：滞在をともにすることで一歩分かり合えると
いうところは、チェックアウト後の関係性につな
がってるなと思います。それはうちだと、新しいプ
ロジェクトだったり友人関係だったりするんです
けど。チェックイン前後で違う関係性を持てるとい
うのが、今後宿をやめたとしてもやってよかったな
あと思えるんじゃないかなと思いますね。

矢津：まさにそれ。kumagusukuで言うと、美術と
の関わり方のひとつ異なるチャンネルを作れた、と
いうのがあって。美術関係者とも、kumagusukuで
会うのと展覧会のオープニングで会うのとでは、全
然関係性が違う。「泊まる」ことでひとつの空間と時
間をともにすることでつながりも変わっていくこ
とを感じたんですよね。だからアートホステルをや
めてしまって、人と繋がれるツールとしての宿を自
分がもう持っていないことは惜しいなあと思いま
すね。

三宅：最近、うかぶで働いているあるスタッフの元
上司が関西から来る、と。「元上司が来るなら会った
ほうがいいんじゃない？」と聞くと、いやちょっと
会いにくいです、恥ずかしいんです、みたいな。「今
の私がどういう感じになるのかわかんない」と言っ

ていて。でもその元上司に会った後になって、その
スタッフが「ありがとうございました。身構えてい
たけど、3年ぶりに会ってみたら全然大丈夫でし
た」と。宿って色んな人間が来るじゃないですか、。
誰が来ても大丈夫な体になるというか、人間と向き
合うレッスンだなと思うんです。スタッフは自分が
成長したんだなというようなことを言ってて。その
人にどう思われるか、苦手だったのに、会えてよ
かった、と。それって宿泊施設で働いてるといろん
な「泊まる」が地層のようになって経験できている
んだろうなという気がしていて。それが働く人の財
産なんだろうなって気はしてますね。

矢津：本当そうですよね。

岩崎：むしろ、やめようと思っているけど踏み切れ
てない人には背中を押されるような話な気もしま
したね。勇気を持って辞めても、財産は残っている
というか。

矢津：岩崎さん、三宅さんのお二人は宿泊を通してや
りたいことってありますか？　

岩崎：ずっと構想している、農家の実家をマガザンに
することですね。社会接続という点でも農業を面白
くしたいし、農業をやりたいという人を健全に増や
したいなあというのがそこに紐づいてある。そのた
めには滞在、「泊まる」っていうパワーが必要だなっ
て思ってる感じですね。本当にただのど田舎なので。

三宅：プレゼンの最後で言った、「泊まる」って改め
ておもしろいって思ったあの感覚があって。最近、
物事の「感覚の賞味期限」を考えることが多いです。
この感覚はいつから生まれていつまで残っている
のかみたいなことをよく考えるんですよね。いま
我々が2020年にしか思えない感覚なのか、100年
前の人も思ってるのか。あるいはもう僕らの時代で

終わってしまう感覚なのか。5分間なのか。「泊ま
る」の賞味期限がいつからいつまであるのかと。「泊
まる」という体験自体が結構根源的な感覚で、それ
は宿泊業とかビジネスとかそういうことではなく
て、いつもと違う場所で寝るっていうこと。それ自
体の体感をもう少し考えたいなっていうのはすご
いありますね。現代において、ビジネスに接続する
わけでなく、ファッションとしてでもなく、「泊まる」
が持つパワーはめっちゃあるなと思っていて、そ
こって何なんすかね？っていうのを考えてますね。

矢津：「泊まる」＝宿の経営、ってことではなくて、
「泊まる」っていうことの特別感、そこに紐づく独特
の感性があるというのはすごく共感できますね。す
ぐ思い出せる、あの時の一夜ってあるじゃないです
か。でも言葉にできない、匂いなのか、食感なのか、
気配みたいなもの。それは残ってる。

矢津：2011年～2012年頃から京都の宿をめぐる状
況が激変したと思うんですよね。足りないからどん
どん作れ！という感じでホテルも乱立しましたし、
ゲストハウスも多様なものが生まれて、雑誌もホテ
ル特集など、ブームと言える状況の真っ只中にいた
と思うんですよね。三宅くんは鳥取から、外部の視
点で京都の状況はどう見えていたか聞いてみたい。

三宅：コロナ禍になってから矢津さんと喋った時に
聞いた京都の現状は、京都ならでは。僕らも2012
年に山陰初のゲストハウスとしてオープンして、い

三宅：矢津さんは最近何やってるんですか？

矢津：最近は小屋を作ってます。僕、小屋って作り
がちなんで、今まで何個も作ってきてるんですけ
ど。今回はkumagusukuの中庭に占い小屋を作っ
てます。実は、元々、岩崎さんと一緒に京都で占い小
屋の経営をやっていて（笑）

蔵多：私ご贔屓にしている占い師さんがそこにいま
した。夕佳さんという方。

矢津：夕佳さんが今僕が作ってる小屋の主なんで
す。そんな感じでkumagusukuが宿じゃなくなっ
て、いろんな小商いが合わさった複合施設になる。
占いの部屋、音楽家の部屋、眼鏡を作るアーティス
トの部屋など、元々の客室に色んな人たちが入って
いって、みんなで作るkumagusukuになる。3月に
オープンさせようとしていて、その準備をしている
ところです。

岩崎：それはコロナがトリガーになったわけですよね？

矢津：最初は本当に全部辞めてしまおうと思った時
もあったんですけど、幸い早めに辞める決断をした
後に、大家さんが「もうちょっと何かやれる方法も
あるんじゃないの？」と言ってくださって。場所自
体をそのまま置いてくださる配慮をしてくださっ
て、半年くらいは何もせずに放置していたんですよ

ね。で、誰もいなくなったkumagusukuでボーっと
考えていたら、またあの場所で何かやりたいな、と
自分の中で気持ちの整理がついて、「宿じゃなくて
も何かできるかも」と思い始めました。あの場所で
出会った人たちと一緒にみんなで新しいことを始
める、という出発のかたちならアリだなという気が
して。そこからkumagusukuを通じて出会った
様々な人たちに「一緒にやりませんか？」と声をか
け始めたのが、夏から秋くらいですね。

岩崎：それなりの距離で矢津さんの決断を見てきた
んですけど、やはり矢津さんのアイデンティティは
アーティストにあると確信したという感じですか
ね。うまく適応するというより、心と魂がどこに向
いているかということから物事を決めていくとい
うところ、全くブレないので。それを目の当たりに
してますね。

矢津：好きなんですよね。追い込まれた状況とか作
品作ってる時もそうなんですけど、失敗するとテン
ション上がってきて。よくわからないものができ上
がったときにめちゃ興奮する、みたいなのがあっ
て。予期せぬことが起こった時にドキドキする。そ
の感覚が今回もあって、宿を辞める決断をしたとき
はハイな感じでしたね。これで新しいものが生まれ
そうな感じはあったというか。

までは30-40件くらいあるんですけど。京都って
そういうレベルじゃないじゃないですか。価格破
壊、消費、客の質のばらつきなど、恐ろしいのだろう
なという気がして。岡山でやったかじこでは、瀬戸
内国際芸術祭に合わせたのもあってアートのお客
さんばかりだったけど、それだけだと世界が狭すぎ
て。経由地でもない鳥取で、だから写真も取材も禁
止にして。そうするとフィルタがかかって、来る人
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岩崎：辞めるって決断した瞬間のこととか覚えてま
す？その刹那というか。

矢津：誰よりも早く辞めてやろうと思いました（笑）

三宅：ホッとした感じもありますか？

矢津：めっちゃホッとしましたよ。追い詰められる
ことで新しいものを生み出すというのもあったん
ですけど、もちろんプレッシャーもあったんで。そ
んな中で生まれたアート×ワーク塾や副産物産店
などの、宿以外の新しい事業。あの時生み出したも
のに今助けられている状況ですね。

岩崎：宿泊サービスはやめたけどそこで得たものは
次につながっていくという感覚ですね。

矢津：そうですね、「辞める＝そっちにシフトす
る」っていう決断なんで。 辞めて何もなくなるなら
流石に僕も身の振り方を考えたと思うんですけど、
宿を維持することに体力も気持ちも消耗すること
になるのであれば、もうすでにある新しいことを
しっかり育てていくために次に向かうのが良いだ
ろうという、そういう決断でしたね。終わりが始ま
り、みたいな。

岩崎：辞めたあと何が残ってましたか？次につなが

る部分というか。

矢津：残ってたものは、やはり人とのつながりって
感じですかね。新しいことをやっていく時も、一緒
に手を携えていけるような人が周りにいてくれる
から決断できるっていう風には思います。

岩崎：それは消費的に宿を運営していたら残らない
ものですよね、きっと。

矢津：そうですね。ただ人を泊まらせてお金儲けす
るっていう側面だけでやってると、何も残らない。
お金だけが残る…残ったらいいですけどお金も残
らなかったんじゃないかなと思いますけどね。

岩崎：あと間違いなく、美しい空間も残ったと思う
んですよね。コスパの合う内装でうまくやろう、と
いう姿勢ではなかったから残ったもの。

矢津：正直、見慣れてしまっていたんですよ。半年く
らいkumagusukuにほぼ行かない、みたいな感じ
だったので、久しぶりに行ってみたら、めっちゃいい
空間やん！と思って。だからここで何かやらんとあ
かんな、このまま別の人に渡してしまうのはもった
いないな、と思った。これは次に向かうモチベーショ
ンになったと思いますね。空間が後押ししてくれた。

す機能みたいな。「京都のカルチャーを知りたい」と
いう時にマガザンに泊まるとわかるよね、というこ
とがあると思うんですけど、そういった「体験的に
ものを知る」というのに「泊まる」が果たす役割があ
る。それってビジネスホテルに泊まりに行った時で
は入れられない体験のスイッチを入れられるんだ
なっていうのが思ったことです。

岩崎：なぜ「泊まる」を取り入れたのか、その理由に
によって続ける辞めるの答えが変わってくるって

感じですよね。経済的な理由で始めた人と、謎めい
た部分に惹かれて始めた人では違うというか。

矢津：「泊まる」の魅力にとりつかれた側の人間とし
ては、またやらざるを得ないだろうと思うんですけ
ど、いずれ。

岩崎：きっと違うやり方な気がしますね、矢津さん
だったら。

も少ないので、消費されてる気にならない。かじこ
が短くて強いものだとすると、たみは弱くて長いも
の、みたいな。そういう運営ができないかなと思っ
てましたけど。一方、京都はずっと消費に耐えうる
メンタルなど、気持ちが大変だろうなと。

矢津：正直大変だったと思いますね。価格破壊も起
こってましたし。次々できる新しい宿は設備もいい
ので、太刀打ちできるものでない。アートという独
自のテーマでやっているにしろ、消費の渦の中で比
較される状況だったと思うんですよね。いろいろ策
を打っていかないといけないので岩崎さんにも相
談に乗ってもらってましたけど、やっぱりやりたい
ようにやってるだけじゃダメっていう状況になっ

ていく。すごいスピードで、何か手を打っても結果
が出る前に違う波がやってくる。コロナが来て辞め
ることになったけど、来てなくてもいずれ辞めるこ
とになってただろうな、ということは思ったりはし
ますね。
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