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青春の詩
～変化に一度YES を言ってみましょう～

愚石

YOUTH
Let's say YES once to change

by Donkey Stone

先日、四十三歳の誕生日を迎えた時に、改めて「四十にして惑わず」という言葉を思い出しました。
昔の人は四十を過ぎたら、自由に物事を見ることが出来るようになり、何が起きても動じることなく、
それを受け入れる余裕を持つようになります。  この二、三年、自分なりに様々な新しいことに挑戦して 
始めましたが、やはり迷いや躊躇いが絶えませんでした。  いつも私の励みになっているのは、      
アメリカ詩人サミュエル・ウルマンの詩でした。「青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の
様相を言うのだ。優れた想像力、たくましき意志、燃え滚る情熱、安易を振り捨てる冒険心、こういう
様相を青春と言うのだ。年齢を重ねるだけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いが来る。」

最近、心掛けているのは既定の計画や経験に囚われず、不確定な 
ことに拒むのではなく、絶えず変化に YES と言って、それを
受け入れます。意外と新たの出会いや驚きが起きて、行き詰まりの
中から新しい展開と期待が生まれます。

Oriental quote that says: "At age 
4 0 ,  I  h a v e  n o  v a c i l l a t i o n  
anymore.” In the past was said 
that over-40s became able to see 
th ings  f ree ly  and ,  whatever  
happens, they had the margin to 
a c c e p t  t h e  e v e n t s  w i t h o u t  
hesitations. In the last couple of 
years  I  chal lenged mysel f  to 
various new things; but, actually, 
hesitations and indecisions did 
not  cease .  At  that  t ime,  the  
Samuel Ullman's poem sent by a 
friend, came to my aid.

“Youth is not a time of life; it is a 
state of mind; it is not a matter of 
rosy cheeks, red lips and supple 
knees; it is a matter of the will, a 
quality of the imagination, a vigor 
of the emotions; it is the freshness 
of the deep springs of life.Youth 
m e a n s  a  t e m p e r a - m e n t a l  
predominance of courage over 
t i m i d i t y ,   o f  t h e  a p p e t i t e  f o r  
adventure over the love of ease. 
This often exists in a man of 60 
more than a boy of 20. Nobody 
grows old merely by a number of 
years. We grow old by deserting 
our ideals.”

Recently, my mind is not captured 
by default plans or similar things. 
I n s t e a d  o f  r e f u s i n g  t h e  
indeterminate, I am saying YES to 
the changes. Surprisingly, new 
encounters and surprises arise, new 
developments and expectations 
born out from the deadlock.

h e  o t h e r  d a y ,  w h e n  I  
turned 43  years  o ld ,  I  
remembered the famous 

川上鈴子
『白川の行者』
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関口（以下、S）『早速ですが、古川町商店街での
プロジェクトについて、設計のお仕事から見えた
ことは何でしたか？』
堀さん（以下、H）：『初め古川町をリサーチした
時に気になったのは、高齢者の方が多くなって
いることと、ゲストハウスが多くなっていること
です。特にゲストハウスの場合、空き家になった
町家の活用という点では良いですが、主な利用者は
外国人旅行者ばかりです。滞在中、寝泊り以外の
時間は観光のため外出するので、商店街やそこで
暮らす人々との交流が生まれません。それでは
あまりにももったいないと思いました。そこで
「新しいコミュニティ」を作ることをコンセプトに
プロジェクトを進めていこうと、お施主様と話し
ました。コミュニティを作るには、まず人に来て
いただくことが第一歩なので、そのための工夫を
設計の中で考えました。』

設計から見えたこと
-新しいコミュニティを目指して -

関口　実由

堀 賢太
1983年生まれ。2009 年、京都大学大学
院工学研究科建築学専攻修士課程修了。
一級建築士、摂南大学非常勤講師。堀賢
太建築設計事務所代表。

今回、建築家の堀賢太さんにインタビューを行いました。堀さんは、JARFO ART SQUAREの設計を担当され、
現在、古川町に建設予定のシェアオフィスを設計中です。　堀さん独自の建築についての考え方や、古川町での
プロジェクトを通して見えた建築と地域おこしの関係についてなど、興味深いお話を聞くことができました。

S：『それはどういった工夫でしたか？』
H：『新たに人を呼ぶ仕組を考えた時に、「アート」だと思いました。今は何でもネットで済ませられる
ので、その場に行く必要性がなくなっています。美術作品はその場所に行き、触れることで初めて
体験できるものなので、人を呼ぶきっかけになると思いました。それから JARFO ART SQUARE は
ギャラリーをメインにする方向で設計の話が進んでいきました。いま構想中のシェアハウスは、一階を
誰でも利用できるソーシャルキッチンにすることを計画しています。開かれた台所として、居住者が
自由に料理をしてみんなで食事をしたり、誰かが不定期でカフェ等を開くことを想定しています。
人が生きていくことに大切な「食」という面で、コミュニティを作れたらと考えています。

そして、現在設計中のシェアオフィスは、商店街の
中に中長期に渡って継続的に利用できる場をつくる
ため、一緒に働き交流する空間を計画しています。
1F に広いコワーキングスペースをとり、起業家や
ノマドワーカー等を対象とした協働の場として
います。道路に面した部分は全面ガラス張りで、
オフィスの中が外から良く見えるように計画
しました。解放感を感じられる、誰にでも開かれた
空間づくりを目指しています。』

S：『どれも面白い取り組みですね。』
H：『どの設計も、この古川町商店街のコミュニティに
減っている若い層の人たちに向けた空間を目指して
取り組んでいます。だれでも気軽に立ち寄れ、
商店街や地域の方と交流が広がる、そんな空間に
なればと思っています。』



I think that everyone has experienced feelings like 
"hard to enter" and "easy to enter" in relations to 
buildings and architectural spaces. What makes the 
buildings feel like that?
This time I interviewed the architect Kenta Hori. Mr. 
Hori was in charge designing JARFO ART SQUARE 
and he is currently designing a share office planned to 
be built in Furukawa area of Kyoto. Speaking about his 
project in Furukawa area, I could heard the very 
interesting Mr. Hori's point of view about the 
relationships between architecture and revitalization of 
communities.

Inside/Outside in architecture
　   Aiming for a new community

Interview to the architect Kenta Hori

By Miyu Sekiguchi

Here is only a brief extract of the interview. The extended version is in jarfo.com web site.
[…]
Kenta Hori: “Talking with other architects I understood that the concept of "inside/outside" in 
Japanese culture and Occidental cultures is very different. Assuming an hypothetical scale 
representing 0 for the outside and 100 for the deep inside, Japanese architects use a 
gradation to define the boundary. For example, visiting a shrine, before going through the 
torii (traditional gate in the entrance of Shinto shrines) you can feel 10. 20. 30 when you walk 
up the stone pave stairs. 

You are approaching the divine 
presence, you can feel the climax 
getting up gradually. Saying this 
using a JARFO’ s coined word this 
gradation is “Kiwa” (Kiwa, 
including the meaning of "cross 
over in same kinds", is near to 
English "overlap" concept). I am 
trying to represent this in my 
designs. On the contrary, the West 
divides the inner and outer 
boundaries clearly with doors, is 
not it? The difference is that in 
Occident the entrance door is very 
physical. How much can you bring 
the perception changes from 0 to 
100? I think this is the core of 
Japanese architecture and design.”

SITE PLAN
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から、おばんざいや 150 種類の豊富なメニューが
楽しめる居酒屋にリニューアルオープンしました。
当主、安田さんは京都の祇園で 11 年間創作料理の
お店をされてから 9 年前に気軽に集える居酒屋を
したいと古川町にてオープン。安田さんのこだわりで、
京都府与謝郡伊根町から直接新鮮な魚を仕入れ、
京野菜を使ったおばんざい、飲み物は京都の日本酒
など。京都の食材、地酒が「和～やわらぎ～」で
堪能できます。安田さんの創作料理の経験が光る
一品を、日本酒や焼酎と昭和の音楽と一緒に楽
しめます。初来店の緊張も、すぐほどけるお店に
なるはず。

Yawaragi  was renewed two years  ago,  f rom a 
kushikatsu specialty shop (deep-fried skewered meat 
and vegetables) to an izakaya (type of informal 
Japanese pub) where you can enjoy 150 kinds of fancy 
and wealthy dishes. The principal Mr. Yasuda worked 
like a creative cuisine chef in Gion (Kyoto) for 11 years. 
Nine years ago, he would has liked to open a casual 

居酒屋　和～やわらぎ～
京都市東山区東大路三条上がる1筋目東入る南側

TEL/FAX　075-541-2622
営業時間　17:00~24:00　不定休

火・水・木　ランチ営業　12:00~14:00

Izakaya "WA - Yawaragi”
Every days 17:00 ~ 24:00 (L.O. 23:30)

Lunch available on Tue, Wed, Thu 12:00 ~ 14:00
Non-fixed holiday

Entering the Furukawa-cho shopping street
from the north gate is the first street on the right (west side)

TEL/FAX +81 (0)75-541-2622

and easy izakaya and he made real his dream in 
Furukawa-cho area.
Mr. Yasuda has the pride to buys fresh fishes and 
vegetables directly in Ine-cho market (Kyoto Prefecture) 
and make they perfect with Kyoto's nihonshu (commonly 
known as sake). In Yawaragi you can appreciate the real 
taste of Kyoto! Mr. Yasuda's creative cuisine will be a fun 
experience combining with different kind of traditional 
drinks like shochu too. All surrounded by Showa's music. 
It will be love at first sight!

he Izakaya "WA - Yawaragi" shows his hidden shape 
entering a l itt le alley from the Furukawa-cho 
shopping street.

Real taste
of Kyoto
by Tamami Kawauchi

食・酒・音のこだわり
川内珠実

川町商店街から少し小道に入った、
隠れ家的な佇まいを見せる、居酒屋「和
～やわらぎ～」。２年前に串カツ専門店
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仕事があるため地方からどんどん人が流入して
います。今や東京生まれの東京育ちという人は
少数派になりつつあります。通勤ラッシュの
ひどさは以前から指摘されていますが、勤務時間の
多様化や電車のダイヤの改正などで少しは緩和
されてきたともいわれています。しかし、映画館や
美術館へ入場するのに長蛇の列は当たり前のことに
なってしまいました。近県に遊びに行こうとしても、
都内を抜けて高速道路に着くまでにひどい時には
数時間もかかります。とにかく人が多すぎるのです。
　東京で生まれ育った私は、10 数年前に京都へ
越してきました。京都の良さを挙げたらきりが
なくあるのですが、東京に比べゆったりとした時の
流れと程よい人の数がとても好ましく感じられます。
例えば買い物をするのにお店に入ると「おいでやす」と
店の人がゆっくりと出てきます。品物を決めると

時間をかけて丁寧に包んでくれます。買い物を
しおえて店をでるまでにかかる時間は東京の倍近くは
かかっているように思います。東京では効率よく
客を待たせない事が良いことという意識が徹底して
いて、待たない事が当たりまえのように体に染み
ついていました。だから京都に来てすぐは買い物
一つするのに時間がかかるのをもどかしく
感じました。しかしそのペースになじんでくると、
その間お店の人と会話ができ、時には貴重な情報が
入ったりします。京都に来てゆっくり、のんびり
待つ（待たされる）という無駄と思われるような
時間にゆとりとか、ふれあいがあることに改めて
気づかされたのです。
　現代社会の効率重視の風潮の中で打ち捨てられて
いったゆったり流れる時間が京都には残っている
のです。ほかにも心の安らぎが得られる仕掛けが
京都にはたくさんあります。京都に心ひかれる
東京人が多いのはそんなところに理由があるのかも
しれないと思っています。

本は高度成長を成し遂げ豊かになりました。
特に東京の発展は目覚ましいものが
あります。種々の刺激があるし、沢山の

many jobs so people are rapidly afflux from other 
regions. Nowadays people born and raised in Tokyo 
are becoming minority. Although the severity of traffic 
congestion in rush hour has long been identified, it is 
said that i t  has been al leviated a l i t t le by the 
diversification of working hours and the revision of 
train timetables. However, long lines have become 
commonplace for entering cinemas and museums. 
Even if you decide to visit a nearby prefecture, it will 
take several hours of terrible time to get to the 
expressway through Tokyo. Anyway, there are too 
many people.
 I was born and raised in Tokyo and I moved to Kyoto 
ten‐odd years ago. The good points of Kyoto are 
countless, but especially, in comparison to Tokyo, I can 
perceive the limited number of people and I feel good 
during the relax times. For example, when entering a 
shop, the clerk slowly come out saying "Oideyasu" 

(You are welcome, in Kyoto dialect). When you decide 
the item to buy the clerk takes the necessary time to 
wrap it carefully. I think that the time I spend inside the 
shops is near twice the Tokyo’ s. In Tokyo, the 
consciousness that it is good not to let customers wait 
is rooted and fussy. The not being made waiting is 
imprinted in the minds like a natural think. So, when I 
first came to Kyoto, I immediately felt frustrated in 
taking time for shop. But as soon you adapt to that 
pace, you can talk with the clerks and, during that, 
sometimes valuable information enters. After coming 
to Kyoto, I noticed again that the (being made) waiting 
seems like a waste of time but really means human 
contact and relax.
 The relaxing time, abandoned in the contemporary 
society due the tendency of a stressing efficiency, is 
still in Kyoto. There are many other mechanisms in 
Kyoto that can provide peace of mind. I think the 
reason why many Tokyo people are keen on Kyoto is 
searchable in this kind of things.

apan achieved high growth and become rich. 
Espec ia l l y  the  deve lopment  o f  Tokyo i s  
remarkable. There are various incentives and 

Kyoto seen from me
by Misako Fukazawa

私から見た京都
深澤 光佐子
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コミュニケーションをとりながら
買い物ができます。挨拶を交わし、
商品を一緒に探し、情報を共有
することで交流が生まれ人の
繋がりが出来ていきます。
スーパーのような一方的な売買
だけではない関係が、商店街の
魅力です。
しかし、私たちは金銭を対価と
する商店街の中で、お金を必要
としない物々交換をあえて実行
することにしました。物の価値
について、改めて考えてみる
きっかけになると思ったからです。
当然のことですが、物々交換は
相手と自分の持っている品物を
交換することで成立します。
欲しいものがあったとき、相手が
納得する物と交換することに
なります。
欲しい物と出会ったとき、近所に
住む人は何を持ってきたらいいか
考えながら家に帰り、偶然通りが
かった人は鞄の中をあらためます。
そうして、自分の持ち物と向き
合います。
もうすぐ、物々交換を初めて
一年になります。100 回以上の
交換を行ってきて実感したことは、

so th is  of fers  a poss ibi l i ty  of  
communication during the daily 
life of shopkeepers and customers. 
Exchanging greetings, searching 
the best product together, sharing 
i n f o r m a t i o n s ,  e t c . .  A l l  t h i s  
facilitates the creation of social 
c o n n e c t i o n s .  H e r e  t h e  
relationships are not only just a 
one-sided buying and selling like 
in chain stores. This represents the 
charm of this shopping street.
However, that are money based 
relations too. In this environment I 
da r ing ly  thought  the  bar te r  
market. I thought it would be an 
opportunity to think again about 
the value of things.
Naturally, the barter trading is 
established by exchanging items 
a m o n g  o t h e r  p e r s o n s .  T h e  
prerequisite of the barter is that 
there is something that you want 
a n d  t h e  o w n e r  i s  a g r e e  t o  
exchange it with something else.
Someone discovered something 
wanted; those who l ive in the 
neighborhood come back home 
thinking about what to bring for 
the exchange. A person passed 
accidentally will get something 
desired. Then, it will be possible to 
understand the value of belongings.

毎月第２・金土日
13:00~17:00

JARFO アートスクエア

Every month 2nd Fri-Sat-Sun
13: 00 ~ 17: 00

JARFO Art Square

物々交換とは、『物を大切にする
気持ちを次の人へリレーしていく
こと』だという事でした。
物々交換ですから、終了時には
同じ分量の品物が残ります。
これからの物々交換では、読み
終わった本、使わずにしまって
いるお皿などが集まれば、
チャリティーへ寄付する展開も
考えています。
不要な物同士の交換から、
嬉しい気持ちの交換に変ることが
願いです。

川町商店街にはいろいろな
お店が並び、小さい店
だからこそ客と店主が

We start the barter events about 
one year ago and we facilitated 
t h e  e x c h a n g e  o f  h u n d r e d s  
belongings. Barter market means 
treating the things carefully in 
anticipation of passing them on to 
other people.
Since it is barter, the same amount 
of goods will remain at the end. In 
our barter events you can bring, 
for  example,  books  that  you 
finished reading or dishes that you 
bought but never used. We also 
plan to develop donations to 
char ity.  W e  w i s h  t h a t  t h o s e  
exchanges  o f  unused th ings  
w i l l  become an  exchange o f  
pleasant feelings.

n  Furukawacho  shopp ing  
street there are several types 
of shops. Almost all are small 

Barter market
by Tomoko Matsubara

物々交換
松原 知子
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その情景も

その世界も

その役目も

そして自分自身も。

すべては鉄である。

このフリーペーパーはJARFO ART ACADEMYの「クリエイター育成講座」で作られています。
学生たちは様々な勉強（グラフィックデザイン、写真、コピーライター等）しながら、実際に配れて

いる印刷物を作成します。この雑誌は勉強の具体的な結果です。
講座に申し込みを希望される方は、JARFO ART SQUAREにお問い合わせください

（3ヶ月に約12講座、20000円）。

JARFO ART ACADEMYは、特定法人京都藝際交流協会のユニークな
教育制度です。京都藝際交流協会はNPO法人の団体であり、作家の表現活動を応援しています。
「際・きわ」と「間・あわい」概念を元にして、国際交流・展覧会・研究等の活動をしています。

これらの活動をまとめ推進する組織がJARFO ART ACADEMYです。

「JARFO」はJAPAN ART FORUMの頭字語です。
教師と学生の関係でも「際」概念を大切にしていますので、相手を尊敬しながら、
学生が教師になったり、教師が学生になったりします。そして、「間」概念で
教師たちは知識を伝えるだけではなく、学生の夢を認識しようとしています。

This free magazine is made during the 
"Creator training course" of JARFO ART ACADEMY. 

Students while doing various studies 
(graphic design, photos, copywriter, etc.) 

create a real magazine  that are actually distributed.

Please contact JARFO ART SQUARE if you want to apply to the course. 
(about 12 lessons in 3 month, 20000 Yen)

TEL +81 (0)75-533-4022

JARFO ART ACADEMY is an unique educational system of the Kyoto Society 
for Inter-Art Exchange.The Kyoto Society for Inter-Art Exchange is a nonprofit 

organization that supports the artists' expressions and activities. 

Basing on the Japanese concept of "Kiwa" and "Awai", we conduct activities 
such as international exchange, exhibitions and philosophical research. 
JARFO ART ACADEMY is part of this organization and promotes these activities. 

"JARFO" is the acronym for JAPAN ART FORUM. 

In the relationship between teachers and students too, we value the concept 
of "Kiwa", so, respecting the others, sometimes students become teachers 
and teachers become students. Using the "Awai" concept, teachers are not only

communicating knowledge but are trying to recognize students' dreams.

・1985　大阪府生まれ、京都府在住
・2010　京都精華大学大学院芸術研究科修了
・2013/2016　瀬戸内国際芸術祭　（高見島　香川）
・2015　Open Field Seoul Kyoto （弘益大学　ソウル）
・2017　個展「屹立する情景」　（同時代ギャラリー　京都）
・2017　ART RAINBOW PROJECT 2017 in KOREA

若林 亮

Ryo Wakabayashi

That emotional landscape too

that world too

that duty too

and also myself.

Everything is iron.

· 1985, Born in Osaka Prefecture, currently lives in Kyoto Prefecture
· 2010, Completion of Kyoto Seika University Graduate School of Arts
· 2013/2016, Setouchi Triennale (Takamishima Island, Kagawa Prefecture)
· 2015, Open Field Seoul Kyoto (Hongik University, Seoul)
· 2017, Solo "Towering emotional landscape" (Dojidai Gallery, Kyoto)
· 2017, ART RAINBOW PROJECT in Korea

ABOUT THIS MAGAZINE


