
　「リノベーションスクール＠加太」は、加太に実在する遊休不動
産のリノベーション事業計画を作成しながら、リノベーションを通
じた都市再生手法を学ぶ 2 泊 3 日の短期集中合宿型ワークショップ
です。講師には、リノベーション業界の先駆者たちが集結！少人数
でのレクチャーやアドバイスを受けながら、リノベーションまちづ
くりの極意を学ぶことができます。
　「加太線沿線を盛り上げたい！」「新しいことを始めたい！」とい
う熱い想いを持った皆さまのご参加お待ちしております！

　公開プレゼンテーションでは、「リノベーションスクール＠加太」
の参加者が 3 日間で考えたリノベーション事業計画をそれぞれの物件
の不動産オーナーに向けてプレゼンテーションします。その場で提案
された事業計画はただのワークショップの成果にとどまらず、これか
らの加太のまちを盛り上げていく新たなコンテンツとして実事業化を
目指します。
　ぜひ公開プレゼンテーションに参加して、加太のまちが動き出す瞬
間を見てみませんか？

【主催】南海電気鉄道株式会社、和歌山市　【協力】加太地域活性化協議会　
【企画・運営】株式会社リノベリング　【事務局運営】株式会社紀州まちづくり舎
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14:00 ～　各リノベーションプランの提案
15:30 ～　全体講評、閉校式

ライブアクト・ユニットワーク会場

公開プレゼンテーション会場

和歌山市加太総合交流センター 2 階研修室

和歌山市立加太中学校 会議室
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14:00-15:30
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リノベーションわかやま事務局（株式会社紀州まちづくり舎内）
FAX：073-425-8583
E-mail：renov.waka@gmail .com

和歌山市立加太中学校 会議室

クロージングパーティについてタイムテーブル
閉校式終了後に、クロージングパーティーを開催しま
す。参加を希望される方はリノベーションわかやま事
務局まで氏名、電話番号を明記の上、FAX またはメー
ルにてお申し込みください。
《会費》4,000 円（税込）
《時間》16:30～18:30

申込締切
2/20（木）

申込不要・参加無料



LECTURER

TIME TABLE

大島 芳彦 氏
株式会社ブルースタジオ  専務取締役   クリエティブディレクター／
大島土地建設株式会社  代表取締役／一般社団法人リノベーション協議会 理事 副会長／
大阪工業大学  客員教授／株式会社リノベリング  パートナー
1970 年 東京生まれ。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。2000 年より株式会社ブルースタジオにて「Re*innovation リ
ノベーション」を旗印に、遊休資産の再生・価値最大化をテーマとした建築企画・設計、コンサルティング、アセットマネ
ジメント事業を展開。近年は全国の自治体とともに地方創生、中心市街地再生、団地再生、小中学校再編などの都市スケー
ルの再生プロジェクトに取り組む。一方で企業 CI、プロダクトブランディング、ランドスケープデザインなど多角的に社会
価値の創造に取り組む。
2016 年「ホシノタニ団地」グッドデザイン金賞（経産大臣賞）受賞。

西村 浩 氏
建築家／株式会社ワークヴィジョンズ  代表取締役   クリエイティブディレクター／
株式会社リノベリング  パートナー／オン・ザ・ルーフ株式会社  代表取締役／ 
マチノシゴトバ COTOCO215  代表
1967 年佐賀県生まれ。東京大学工学部土木工学科卒業、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了後、1999 年にワークヴィ
ジョンズ一級建築士事務所を設立。土木出身ながら建築の世界で独立し、現在は、都市再生戦略の立案からはじまり、建築・
リノベーション・土木分野の企画・設計に加えて、まちづくりのディレクションからコワーキングスペースの運営までを意
欲的に実践する。
日本建築学会賞（作品）、土木学会デザイン賞、ＢＣＳ賞、ブルネル賞、アルカシア建築賞、公共建築賞 他多数受賞。2009 年
に竣工した、北海道岩見沢市の「岩見沢複合駅舎」は、2009 年度グッドデザイン賞大賞を受賞。

岩本 唯史 氏
株式会社水辺総研 代表取締役／ RaasDESIGN 代表／一般社団法人水辺荘理事 BOAT PEOPLE Association 理事／
水辺の利活用推進プロジェクト「ミズベリング」   ディレクター
建築家。一級建築士。国交省のミズベリングプロジェクトのディレクターを務めるほか、全国の水辺の魅力を創出する活動
を行い、豊田市、和歌山市、墨田区、鉄道事業者の開発案件の水辺、エリアマネジメント組織などの水辺利活用のコンサルテー
ションなどを行う。横浜の水辺を使いこなすための会員組織、「水辺荘」の設立に参加。東京建築士会これからの建築士賞受
賞（2017）、まちなか広場賞奨励賞（2017）グッドデザイン賞金賞（ミズベリング、2018）

　和歌山市は、増え続ける中心部の 遊休不動産という課題に対し、
公民連携のもと、リノベーションによるまちづくりに取り組み、一定
の成果を上げています。一方、南海電鉄では加太線の観光 路線化・
加太エリアの交流人口拡大を目指 し、「加太さかな線プロジェク ト」
を実施しています。
　これらの取り組みを一層推進すべく、2018 年 10 月 3日にリノベー

　加太は和歌山市郊外にあり、
万葉の時代から潟見の浦と詠ま
れていた景勝地で、紀淡海峡に
面して美しい海岸線が続いてい
ます。関西でも指折りの魚釣り
のメッカでもあり、なかでも鯛
の一本釣りなどが有名です。
　昔ながらの街並みも多く残り、人情味溢れる人々が迎えてくれ
ます。夏には加太海水浴場や、加太の沖合に浮かぶ豊かな自然に
恵まれている友ヶ島には、多くの観光客が訪れます。
　2016 年からは、加太さかな線観光列車「めでたいでんしゃ」の
運行が開始し、若い女性を中心に加太の注目度が上昇してきてい
ます。

なぜ南海電鉄と和歌山市がリノベーションまちづくりを？ 加太ってどんなところ？

ションまちづくりにおける連携に関する協
定を締結し、リノベーションまちづくりを
通して、観光、産業、地域の振興等の各分
野において相互に協力し合い、加太線沿線
及び和歌山市駅周辺エリアの魅力創出・発
信に積極的に取り組んでいくこととなりま
した。

リノベーションスクール＠加太

《開催日》
《会　　場》

《受講資格》
《定　　員》
《参加費》

《持ち物》

2020 年 2月 21 日（金）～ 23 日 ( 日 )
ライブアクト・ユニットワーク：和歌山市加太総合交流センター 2 階研修室
　　　　　　　　　　　　　　　（和歌山県和歌山市加太 2692-1）※南海加太線加太駅より徒歩 5分
公開プレゼンテーション：和歌山市立加太中学校 会議室
　　　　　　　　　　　　　（和歌山県和歌山市加太 2692-1）※南海加太線加太駅より徒歩 5分
3日間の全カリキュラムに参加でき、リノベーションまちづくりなどに興味を持つ方。経験は不問。
16 名（2ユニット）
［一般］15,000 円（税込）　［学生］5,000 円（税込）　［高校生］無料
※別途オープニング及びクロージングパーティー代がかかります。各パーティー会場で直接お支払いください。

　［20 歳以上］各 4,000 円（税込）［20 歳未満］各 3,000 円（税込）

※会場までの交通費や期間中の宿泊費、飲食代等は各自負担となります。

ノートパソコン、デジタルカメラ（スマートフォン可）、ポケットWi-Fi 等ネット回線（有料で貸出あり）、
筆記用具

プログラムの 1 日通し見学　＞＞＞　1,000 円／ 1 日
※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。

ライブアクトのみの見学　＞＞＞　500 円／ 1 講義

公開プレゼンテーションはどなたでも
無料で参加できます。ただし、ユニッ
トワークの見学はできませんのでご注
意ください。
詳細は裏面をご覧ください。

11:00 ～　開校式、ガイダンス
12:00 ～　ユニットワーク　
                      （対象物件の視察、加太まち歩き、事業計画の検討）

17:00 ～　ショートプレゼン　
18:00 ～　ライブアクト①
19:30 ～　オープニングパーティー

  9:00 ～　ライブアクト②
10:00 ～　ユニットワーク　（事業計画の立案）
17:00 ～　ショートプレゼン
18:30 ～　ライブアクト③
19:30 ～　ユニットワーク　（プレゼンテーションの準備）

スクールマスター

ユニットマスター

2 / 2 1　　1 日目金

2 / 2 2　　2 日目土

  9:00 ～　ユニットワーク　（プレゼンテーションの準備）
14:00 ～　公開プレゼンテーション
15:30 ～　全体講評、閉校式
16:30 ～　クロージングパーティ

2 / 2 3　　3 日目日

1,2 日目 (2/21,22) の一般見学について

リノベーションスクール＠加太　申込方法

受講生以外の一般の方も、下記の料金にて見学が可能です。

3 日目 (2/23) の一般見学について

リノベーションわかやま事務局（株式会社紀州まちづくり舎内）お問合せ TEL/FAX：073-425-8583　E-mail：renov.waka@gmail.com
〈HP〉https://renov-w.com  
〈FB〉https://facebook.com/renovationwakayama

詳しくはホームページを≫

事前申込不要

「ReReRe Renovation!」のWEB サイトよりお申込み下さい。
　URL：https://re-re-re-renovation.jp/schools/kada01
※応募者多数の場合は厳正に審査させていただきます。

《申込期間》2019 年 12 月 10 日（火）～ 2020 年 1 月 19 日（日）

＊加太のまちをよく知るローカルユニットマスターが、ユニットマスターと一緒に各ユニットをサポートします。

※変更となる可能性がありますので予めご了承ください。最新情報は受講生募集ページにてご確認ください。


