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ライブアクト・ユニットワーク会場

パーティ・公開プレゼン会場
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ライブアクト、ユニットワークは一般の方々にも公開します。（有料）
ぜひ、スクールの熱い雰囲気を生で体感してみてください！

主催：和歌山市　企画・運営：株式会社リノベリング　事務局運営：NPO 法人市民の力わかやま　

13：00　　開校式・ガイダンス

13：15　　オープニングアクト　三浦 丈典 　「いまはまだないしごとにやがてつくきみたちへ」

14：15　　対象案件見学・エリア調査・ユニットワーク　　　　　　　　　　

19：00　　オープニングパーティ

SCHOOL CURRICULUM

リノベーションスクールとは？

LECTURER

リノベーションスクールは、これからの建築・不動産・
まちづくりに欠かせない、リノベーションを通じた都市
再生手法を実践を通して学ぶ場です。
事業計画コースでは、実案件（和歌山市内の遊休不動産）
を対象に、３日間で受講生と講師陣が一丸となり実務レ
ベルのリノベーション事業計画を作成し、最終日には不
動産オーナーへ提案します。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。また、セルフリノベーションコースでは、
実際に自分たちで手を動かし、さまざまな技術を学びな
がらリノベーションし空間を作り上げます。（今回は事業
計画コースのみ）
まちに散在する遊休ストックを活用して、そのエリアの
価値をどのようにして上げ、再生させていくことができ
るのかを真剣に考え、実現していきます。
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《ショートプレゼン》

ライブアクター
アドバイザー他

受講生

《ライブアクト》

《ワーク》

公開プレゼン 不動産オーナーへ

※ライブアクト、ユニットワーク、ショートプレゼンがすべて見学できます。
※パーティ等の費用は別途必要です。

●３日目（11/5）の公開プレゼンテーション・クロージングアクトは無料でどなたでも参加できます。
　※３日目のユニットワークの見学はできません。

ライブアクトだけ見るなら．．．

リノベーションスクール全体を見るなら．．．

ライブアクト受講：500 円／ 1講義
1日見学パス：1,000 円／ 1日　（11/３,４のみ）

09：00　　ショートプレゼンテーション　　

10：00　　ライブアクト 1　岸本千佳　「地域資源を編集すること」

11：00　　ユニットワーク　「事業計画を組み立てる」

17：00　　ショートプレゼンテーション

18：00　　ライブアクト 2　吉野智和 「視点を変えれば価値が変わる」

19：00　　ユニットワーク 「プレゼンテーションを練る」
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09：00　　ユニットワーク　　

14：00　　公開プレゼンテーション　＠MIZUBE COMMON

15：30　　クロージングアクト　嶋田洋平「リノベーションまちづくりをはじめよう！」　　　　　

16：00　　閉校式　　　　　

16：30　　クロージングパーティ

11

5
日

《スクールマスター》
嶋田 洋平
らいおん建築事務所代表取締役、北九州家守舎代表取締役、リノベリング代表取締役、
神田川ベーカリー代表取締役、TheCave取締役
1976年福岡県生まれ。東京理科大学理工学研究科建築学専攻修士課程修了後、建築設計事務所「みかんぐみ」チーフを経て、2008年
らいおん建築事務所を設立。2012年北九州家守舎を、その翌年には都電家守舎を設立し、生まれ育った北九州市の小倉、そして家族
と暮らす豊島区雑司が谷の間を行き来しながら縮退エリアにおけるリノベーションまちづくりによる再生事業を行っている。小倉魚町
での実践によって「国土交通大臣賞」「都市住宅学会業績賞」「土地活用モデル大賞審査委員長賞」「日本建築学会賞教育賞」を受賞。
著書に「ほしい暮らしは自分でつくる ぼくらのリノベーションまちづくり」(日経BP社 )、共著に「2025年の建築　七つの予言」（日経
BP社）、「最高に気持ちいい住まいのリノベーション図鑑」（エクスナレッジ）等。
日経アーキテクチュア「アーキテクト・オブ・ザ・イヤー2017」第２位に選定

《ユニットマスター》              
岸本 千佳
addSPICE  代表
1985年京都生まれ。滋賀県立大学環境建築デザイン学科卒業後、東京の不動産ベンチャーを経て、2014年に帰京しaddSPICEを設立。
物件オーナーから不動産企画・仲介・管理を一貫して請負うことで、芯のある建物の有効活用を業とする。京都移住計画のメンバーと
しても活動。著書に『もし京都が東京だったらマップ』（イースト新書Q）、他多方面でエッセイを執筆。所論を文章で伝えることと場
をつくり実践することの両刀使いを試みている。

三浦  丈典
設計事務所スターパイロッツ 代表、法政大学、早稲田大学非常勤講師
1974年東京都生まれ。ロンドン大学バートレット校ディプロマコース修了、早稲田大学大学院博士課程満期修了。2001年～2006年
までNASCA勤務。2007年設計事務所スターパイロッツ設立。
大小さまざまな設計活動に関わる傍ら、シェアオフィスや撮影スタジオも運営。最近ではキッズカフェや産後ケア院など新しい建築プ
ログラムの企画にも関わる。「道の駅FARMUS木島平」で2015年グッドデザイン金賞を受賞。
著書に「起こらなかった世界についての物語」、「こっそりごっそりまちをかえよう。」など。

 吉野 智和
事業企画プロデューサー
障がいのある人たちの仕事力を社会に伝える事を目的とし、陶器生産、食品加工、レストランやカフェの運営などを20年に渡り行う。
京都市上京区の堀川団地のリノベーションでは、カフェ&パブ「KYOUGOKU DAINING」、チョコレート専門店「NEW STANDARD 
CHOCOLATE kyoto」の立ち上げを行う。現在は飲食、コスメ、アパレルなどの事業企画、商品の企画・デザイン、プロデュースを行う。

一般見学について



リノベーションスクールが始まる前の前夜祭として、トークイベントを開催します。

和歌山・湯浅湾でシーカヤックツアーを展開するアイランドストリームの代表で世界を旅するシーカヤック海洋冒険家の平田

毅さんが、自然の素晴らしさと、それを取り巻く文化、環境問題、自由と平和、などなどを大きなスケールでたっぷり語ります。

後半は水辺に深くかかわってこられた 3人によるクロストークがあります！

◆参加費：無料（ワンドリンクオーダー制）

◆場　所：MIZUBE COMMON（和歌山市福町 38 京橋駐車場）　※雨天：ミートビル 3階

◆申込み：不要

◆参加費：3,000 円

◆集　合：NPO 法人市民の力わかやま（和歌山市橋丁 23 番地 N4 ビル 1階）

◆申込み：必要（renov@shimin.or.jp までメールにてまたは FB イベントページの

　　　　　参加ボタン）

第５回までのリノベーションスクール対象案件の実事例などを視察します。第６回リ

ノベーションスクール参加者のための特別バージョン !一般参加も可能です。

前夜祭 トークイベント 『～海遊びの達人が語る～　 和歌山水辺を楽しもう！』

リノベーションスクール最終日のパーティ。3 日間の疲れ

もお構いなし！受講生はもちろん、どなたでも参加でき

ます。みんなでまちにダイブしよう！

各種イベントの開催場所となっている MIZUBE COMMON

は、第 3 回リノベーションスクールの案件となった

市営京橋駐車場に期間限定で設置されている共有ス

◆参加費：3,000 円

◆場　所：MIZUBE COMMON（和歌山市福町 38 京橋駐車場）

　　　　　※雨天：ミートビル 3階

◆申込み：必要（renov@shimin.or.jp までメールにて

　　　　　または FB イベントページの参加ボタン）

クロージングパーティ

リノベーションスクール直前 視察ツアー

リノベーションスクールの 3 日間で受講生が真剣に考えた

リノベーションプランを、対象案件の不動産オーナーに向

けてプレゼンテーションします。各ユニットの提案内容を、

講師陣がその場でブラッシュアップし、実案件化につなげ

ます。まちが動き出す瞬間に立ち会えるかもしれません。

◆参加費：無料

◆場　所：MIZUBE COMMON（和歌山市福町 38 京橋駐車場）

　　　　　※雨天：ミートビル 3階

◆申込み：不要　

公開プレゼンテーション

リノベーションわかやま事務局 （NPO法人市民の力わかやま内）
〒640-8215 和歌山市橋丁23番地N4ビル1F　TEL/FAX：073-428-2688 E-mail：renov@shimin.or.jp

〈FB〉https://www.facebook.com/renovationwakayama〈HP〉http://renov.shimin.or.jp/

11 2 木

PARTY & PRESENTATION & MORE EVENTS

18:30-20:40

11 3 金

11 5 日

11 5 日

9:30-11:30 

◆参加費：3,000 円

◆場　所：MIZUBE COMMON（和歌山市福町 38 京橋駐車場）

　　　　　※雨天：石窯ポポロ

◆申込み：必要（renov@shimin.or.jp までメールにて

　　　　　または FB イベントページの参加ボタン）

リノベーションスクール初日のパーティ。受講生や講師

陣などの他、どなたでも参加できます！これからの和歌

山のまちについて語りあう絶好の機会です。

オープニングパーティ

11 3 金 19:00-21:00 14:00-15:30

16:30-18:00

ペースです。9/29

～ 11/5 まで、水辺

を活かしたまちづ

くりのための社会

実験“ワカリバ”

を開催中です。

MIZUBE COMMONについて


