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中屋ビル

まちに散在する遊休ストックを活用する時代に大きくシフト

していく社会において、私たちに問われる資質は、知識は、

そして実践で通用する技術は何か？

2011年 8 月からはじまり、建築・不動産・まちづくり業界の

みならず、新たな都市政策、都市再生手法として大きなムー

ブメントを引き起こしはじめたリノベーションスクール。今

回でいよいよ第５回目の開催をむかえました。

北九州にある実際の遊休物件を対象に、四日間で受講生と講

師陣が一丸となって実務レベルのリノベーション事業計画を

不動産オーナーへ提案します。さらに、スクール後にはその

提案をもとに、ブラッシュアップを重ねて実際の事業化に向

けて動き出します。だから開催者側も、講師陣も真剣です。

そして必死です。

さらに今回からは、セルフリノベビルダー向けの特別コース

も並列開講します。期間内に実際の物件を講師陣とともにリ

ノベーションしてしまう。学びながら実際に手を動かして体

を動かして生のリノベーション現場を体験し、技術を獲得し

ていくものです。

もしかしたらここに貴方の未来の働き方があるかもしれない。

ストック活用社会へ、私たちと大きな一歩を踏み出しませんか？

皆さまのご参加を講師陣一同お待ちしております。

会場／中屋ビル 3F
（北九州市小倉北区魚町三丁目３番２０号）

http://renovationschool.net/kitakyu/

2013年8月15日　 18日　の4日間　

第５回

座学と実践から、リノベーションの最前線を学ぶ！

●主催／北九州市　●共催／北九州リノベーションまちづくり推進協議会　
●協力／魚町三丁目町内会、鳥町四丁目町内会、鳥町ストリートアライアンス、
一般社団法人公民連携事業機構、一般財団法人都市みらい推進機構

システム

ユニットマスター レクチャラー

坂田夏水
（夏水組 代表取締役）

徳田光弘
（九州工業大学 准教授）

青木 純
（メゾン青樹 代表取締役）

明石卓巳
（レイデックス 
クリエイティブディレクターCEO）

内山博文
（リビタ 常務取締役）

大島芳彦
（ブルースタジオ 専務取締役）

宮本善高
（建築なんでも相談室 代表）

大西倫加
（さくら事務所 代表取締役）

坂田裕貴
（HandiHouse project）

清水義次
（アフタヌーンソサエティ 
代表取締役）

嶋田洋平
（らいおん建築事務所 
代表取締役）

宮部浩幸
（SPEAC,inc. パートナー）

広瀬 郁
（トーン&マター代表取締役）

リノベーションスクールは、４つのユニット（グループ）に分かれて、
実案件を対象にリノベーション提案に向けたグループワークを進めて
いきます。
各ユニットには２名のユニットマスターが専属でつき、他レクチャラー
もユニットを横断してアドバイスしていきます。
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小倉商工会館

●ローソン

●ナカノ

●百万両

セブンイレブン
●

リノベ祭り 会場マップ

アタゴ書店
久光家

●代表／徳田 光弘（九州工業大学 准教授）　●副代表／片岡 寛之（北九州市立大学 准教授）
●顧問／清水 義次（一般社団法人HEAD研究会 常務理事）　
●顧問／梯 輝元（北九州リノベーションまちづくり推進協議会 会長）
●企画・運営／株式会社北九州家守舎、一般社団法人HEAD研究会、
九州工業大学徳田光弘＋建築計画研究室　
●事務局運営／九州工業大学徳田光弘＋建築計画研究室、株式会社リノベリング
●イベント総括／株式会社ユナイトビジョンズ　●イベント運営／株式会社ワークスープ、
北九州まちづくり応援団株式会社、TOBATA3rings　他
●PA等担当／加賀 誠人　●魚町ビジョン放映／株式会社タウンマネジメント魚町　
●会計／株式会社タウンマネジメント魚町

10:00　開校式
10:30　レクチャー１（徳田光弘）
　　　　～リノベーションスクールとは？ ユニットワークの進め方～
11:00　休憩
13:00　レクチャー２（嶋田洋平）～小倉魚町で何が？ マチの捉え方と育て方～
14:00　ユニットワーク１
17:00　ショートプレゼン&ブラッシュアップタイム
18:30　オープニングパーティ

第５回

リノベーションスクール（予定）

●会場／中屋ビル 3F

08:00　レクチャー３（明石卓巳）
　　　　～裏方に徹しインナーモチベーションを盛り上げる～
09:00　ユニットワーク２
12:00　休憩
13:00　レクチャー４（内山博文）～リビタのリノベーション事業の組み立て方～
14:00　ユニットワーク３
17:00　ショートプレゼン&ブラッシュアップタイム
18:30　休憩
19:00　レクチャー５（広瀬郁）～ビジネスオーナー（テナント）目線で組み立てる
　　　　リノベーションの事業計画～
20:00　ユニットワーク４

リノベーションスクール（予定）

●会場／中屋ビル 3F

08:00　レクチャー６（坂田夏水）～夏水組のリノベーション事業の組み立て方～
09:00　ユニットワーク５
12:00　休憩
13:00　レクチャー7（大島芳彦）
           ～オーナーに届けるリノベーション事業のまとめ方～
14:00　ユニットワーク６
17:00　ショートプレゼン&ブラッシュアップタイム
18:30　休憩
19:00　レクチャー８（大西倫加）
　　　　～魅了するプレゼンテーションテクニック～
20:00　ユニットワーク７

リノベーションスクール（予定）

●会場／中屋ビル 3F

08:00　ユニットワーク８
12:00　休憩
13:00　公開プレゼンテーション
15:30　レクチャー９（清水義次）
　　　 ～現代の家守たれ～
16:00　閉校式
17:00　クロージングパーティ

リノベーション
スクール（予定）

●会場／中屋ビル 3F

今回のリノベーションスクールは、
魚町の各所で関連イベントを同時開催します。
まちを知らずして、まちづくりはできません。
思い切り街にダイブして、体感してください !

リノベツアー
●時間／ 10:00～12:00　●料金／ 1,000 円　●要申込
●お問合せ／北九州まちづくり応援団（TEL.093-541-0191）

リノベツアー
●時間／ 13:00～15:30、17:00～19:30　●料金／ 1,000 円　●要申込
●お問合せ／北九州まちづくり応援団（TEL.093-541-0191）

よりみち市
●会場／サンロード商店街 & 平井家　●時間／ 11:00～17:00

リノベツアー
●時間／ 17:00～19:30　●料金／ 1,000円　●要申込
●お問合せ／北九州まちづくり応援団（TEL.093-541-0191）

小倉中心市街地で行われてきた、リノ
ベーションの事例を見て頂くツアーです。
まち歩きをしながら、まちの現状を実際
に見て感じて頂くとともに、これまでの
経緯やリノベーションがまちに与えた影
響について、ナビゲーターの解説を交
えながら６物件を巡るツアーです。（所
要時間１.５時間を予定）

オープニングパーティ
●会場／平井家 ●時間／18:30 ～ 20:30 ●料金／ 4,000円 ●申込／不要
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）

リノベーションスクールの初夜に行われる恒例のパーティ。リノベーションスクー
ルの関係者が全員集まり、リノベボルテージが一気に高まるパーティです。

From the roof to a cafe
●会場／ café causa　●時間／ 18:00 ～ 24:00
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）

小倉中心市街地で行われてきた、リノベーション６物件を見て頂くツアーです。ま
ち歩きをしながら、まちの現状を実際に見て感じて頂くとともに、これまでの経緯
やリノベーションがまちに与えた影響について、ナビゲーターの解説を交えながら
巡るツアーです。（所要時間１.５時間を予定）

地元で、雑貨や服飾、アクセサリーなど
を手づくりする人たちが、魚町サンロード
商店街の空き店舗の軒先にお店を構え、
対面販売でお客様に直接商品や作品の
魅力をお伝えするマーケット。

ママトモ・フリーマーケット
●会場／魚町銀天街 &サンリオビル　●時間／ 10:00～16:00

魚町銀天街にある、子育て支援施設「ママトモ」に集うママ達が開催するフリーマー
ケットです。「ママトモ」の講座参加者の手作り作品や、USEDの子供服まで色 と々
取り揃えていますので、ぜひお立ち寄りください。

よりみち市
●会場／サンロード商店街 & 平井家　●時間／ 11:00～19:30

地元で、雑貨や服飾、アクセサリーなどを手づくりする人たちが、魚町サンロード
商店街の空き店舗の軒先にお店を構え、対面販売でお客様に直接商品や作品
の魅力をお伝えするマーケット。

小倉中心市街地で行われてきた、リノベーション
の事例を見て頂くツアーです。まち歩きをしながら、
まちの現状を実際に見て感じて頂くとともに、これ
までの経緯やリノベーションがまちに与えた影響に
ついて、ナビゲーターの解説を交えながら６物件を
巡るツアーです。（所要時間１.５時間を予定）

あなたの物件を行列のできるマンションに
（マンションオーナーのためのリノベーションスクール）
●会場／北九州まなびとESDステーション　●時間／ 14:00～17:30　
●料金／ 5,000 円　●要申込　●お問合せ／第５回リノベーションスクール
＠北九州事務局（　 kitakyushu@renovationschool.net）

斬新な発想で空き室を解消し、行列のできるマンションに生まれ変わらせてきた、西島
昭氏（市萬）、青木純氏（メゾン青樹）、吉原勝己氏（スペースRデザイン）、田中歩氏
（木賃デベロップメント）をお迎えして、あなたの物件を行列のできる賃貸住宅にする極
意をレクチャーしていただきます。モデレータは矢部智仁氏（リクルート住まい研究所）。

空き物件解消講座
（商業ビルオーナーのためのリノベーションスクール）
●会場／北九州まなびとESDステーション　●時間／ 9:00～12:30　
●料金／ 5,000円　●要申込　●お問合せ／第５回リノベーションスクール
＠北九州事務局（　 kitakyushu@renovationschool.net）

数々の空き物件をリノベーションによって復活させてきた、竹内昌義氏（みかんぐみ）、内山博文氏（リビ
タ）、橋爪大輔氏（ダイスプロジェクト）、大島芳彦氏（ブルースタジオ）をお迎えして、お困りの商業不動
産を再生させる手法をレクチャーしていただきます。モデレータは矢部智仁氏（リクルート住まい研究所）。

リノベぶっちゃけトークライブ 第一夜
「北九州発のリノベ人」
●会場／MIKAGE1881　●時間／ 20:30～21:30　
●料金／ 1,500 円（受講生 1,000 円）１ドリンク付　●申込／不要　
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）
北九州出身でリノベーション業界の新進気鋭の若手、嶋田洋平氏（らいおん建
築事務所）坂田夏水氏（夏水組）、坂田裕貴氏（HandiHouseproject）をお
迎えして若者に語る、リノベあるあるのぶっちゃけトークライブ。

8/15 木 １日目

8/16 金 2日目

8/17 土 3日目

リノベ祭り

8/18 日 4日目

セカンドパーティ
●会場／新旦過 ●時間／21:00 ～ 23:00 ●料金／ 2,500円 ●申込／不要　
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）
オープニングパーティの後は、各ユニットごとの親睦を深める二次会があります。
小倉のディープな夜へダイブを決めて、次の日からの戦いに備えましょう！

パブリックビューイング

クロージングパーティ
●会場／平井家 ●時間／ 17:00～19:30 ●料金／ 4,000円 ●申込／不要
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）

４日間の疲労感と達成感の中、いろんな人といろんな感情が入り乱れる最終日
のパーティです。今回も、場所はサンロード商店街！ 街の人と一緒に盛り上が
りましょう！

リノベツアー
●時間／ 10:00～12:00、14:00～16:00　●料金／ 1,000 円　●要申込
●お問合せ／北九州まちづくり応援団（TEL.093-541-0191）

小倉中心市街地で行われてきた、リノベーション６物件を見て頂くツアーです。ま
ち歩きをしながら、まちの現状を実際に見て感じて頂くとともに、これまでの経緯
やリノベーションがまちに与えた影響について、ナビゲーターの解説を交えながら
巡るツアーです。（所要時間１.５時間を予定）

公開プレゼンテーション
●会場／中屋ビル３階　●時間／ 13:00～15:30　●申込／不要

4 日間で開催されたリノベーションスクールにおいて、受講生が取り組んだ事業計画
と空間計画を含むリノベーションのプレゼンテーションを行います。リノベーションの
第一線で活躍されているアドバイザーを交えて各グループの提案をライブでブラッシュ
アップしていきます。必見です。

これまで150人以上の卒業生を輩出する北九州リノベーションスクール。その大
同窓会を小倉の街で開催します！　スクールを通して実現化した建物のツアーと、
交流会を行います。

リノベスクール大同窓会
（リノベスクール実現化物件見学）

リノベスクール大同窓会（同窓会＠三木屋）
●時間／ 15:00～17:00　

●会場／うおまちのにわ三木屋　●時間／ 17:00～19:00　

リノベぶっちゃけトークライブ第二夜
「リノベーションまちづくりを語る」
●会場／MIKAGE1881　●時間／ 20:30～21:30　
●料金／ 1,500 円（受講生 1,000 円）１ドリンク付　●申込／不要　
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）

リノベーションまちづくりで先鋭的な取り組みを展開している青木純氏（メゾン青
樹）、明石卓巳氏（レイデックス）、大島芳彦氏（ブルースタジオ）をお迎えして、
北九州でしか言えないリノベ業界のぶっちゃけトークライブ。

縁日
●会場／魚町銀天街　●時間／ 11:00～17:00
ヨーヨー釣りや金魚すくいなどの出店を
予定しております。お楽しみに！

嶋田洋平 坂田夏水 坂田裕貴

明石卓巳 大島芳彦西島 昭 青木 純 青木 純吉原勝己 田中 歩 矢部智仁

矢部智仁竹内昌義 内山博文 橋爪大輔 大島芳彦

前夜祭
●会場／中屋ビル屋上（雨天時 フォルム三番街）　
●時間／ 18:30～20:30　●料金／ 2,000円（※1ドリンク付）　●要申込　
●お問合せ／ TOBATA3rings（    tobata3rings.0918@gmail.com）

8月15日まで待ちきれないあなたに！8/14 水

リノベーションスクールの前夜に行われるリノベスクール関係者はもちろん、地元
の人や学生が集まる、祭りの前夜のパーティです。

●時間・会場／ 8:00～9:00 レクチャー6（フォルム三番街）、13:00～14:00
レクチャー 7（北九州まなびとESDステーション）、17:00～18:30 ショートプレ
ゼン（サンリオビル）、19:00～20:00レクチャー8（MIKAGE1881）　
●料金／無料　●お申込／不要

パブリックビューイング

リノベーションスクールのレクチャー、ショートプレ
ゼンをリアルタイムでお送りします。実際のリノ
ベーションビルで、新たなリノベーションの胎動を
感じてください。

●時間・会場／ 8:00～9:00 レクチャー 3（フォルム三番街）、13:00～14:00 レク
チャー4（北九州ESDステーション）、17:00～18:30ショートプレゼン（café causa）、
18:45～20:15レクチャー5（MIKAGE1881）　●料金／無料　●申込／不要
リノベーションスクールのレクチャー、ショートプレゼンをリアルタイムでお送りします。
実際のリノベーションビルで、新たなリノベーションの胎動を感じてください。

夏の陣

■DJ  JETBLACK (SPITAL) /Hirose/kou/
■VJ　motordrive/itta
■Live painting　shizu matsumoto
［出店］
■SPITAL (フード、ドリンク )  ■五本の紐 ( 紙プロダクト )
■和牛亭 竹藩  ■Blissball Henna Art 

◎うおまちのにわ三木屋で19:30より開催予定の
　『大人のミュージックナイト』は都合により開催中止となりました。
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