
 
 
PRESS RELEASE 

2014 年 2 月 14 日 

株式会社 北九州家守舎 

 

まち歩きツアーやワークショップなど、まちを楽しむイベント盛りだくさん	 

「リノベ祭り 2014	 冬」	 を開催	 

〜	 2014 年３月 20 日（木）〜23 日（日）の 4 日間	 〜	 

 

北九州市および株式会社	 北九州家守舎は、「第６回リノベーションスクール＠北九州」を核としたまち

づくりイベント「リノベ祭り 2014	 冬」を、小倉北区魚町を中心に開催します。今回はリノベーション

スクールで取り組む物件が 10 件に増加、一般市民が楽しめるイベントやツアーも多数開催します。	 

 

	 「リノベーションスクール」は、北九州市が掲げる都市政策である「小倉家守構想」をもとに、中心市街地

の賑わい創出と雇用の創出の実現を図るための核として位置付け、平成 23 年から半年に１回開催しています。	 

	 昨年８月に開催された「第５回リノベーションスクール＠北九州」から「リノベ祭り」と題し、一般市民も

対象とした関連イベントを同時開催することで、地域へ開かれたまちづくりイベントとして中心市街地の賑わ

いづくりに貢献しました。	 

	 このように現在は受講生を対象とした「学び」のプログラムだけでなく、一般市民が街や人と触れ合い楽し

めるイベントも同時展開する「都市型フェスティバル」として、更なるにぎわい創出を目指しています。	 

	 

	 今回の「リノベ祭り 2104	 冬」では、「第６回リノベーションスクール＠北九州」を核に、まちを盛り上げて

いく趣旨に賛同する団体が連携し、期間中 20 以上のイベントを実施します。	 

	 

「リノベ祭り 2014	 冬」の特徴	 	 

●リノベーションスクール対象案件が10件に増加	 

	 前回のスクール（第５回／2013年8月開催）は、対象案件５件［リノベーション事業計画コース４件・セルフ

リノベーション実施コース１件］で実施しました。今回のスクールでは小倉地区外の案件も加わり、対象案件

10件［リノベーション事業計画コース８件・セルフリノベーション実施コース２件］で実施します。	 

	 

●リノベーションスクールに「公共空間活用コース」が登場	 

	 これまで遊休不動産を対象にしてきたリノベーションスクールですが、今回から公共空間もリノベーション

検討対象とする「公共空間活用コース」を設けました。今回は小倉城とその周辺のまちの空間を使い倒し、ま

ちの歴史や文化に触れる参加型芸術祭「風雲！小倉城」をつくるワークショップを行います。	 
※このコースはドイツの登記社団ライプツィヒ「日本の家」が過去に開催しているワークショップ「都市の間」との共同プログラムです。 

 

●一般市民が楽しめる関連イベントを多数開催	 
	 前回の関連イベントでも行ったリノベツアーやよりみち市などに加えて、ワークショップやまち歩きツアー、

魚町サンロードを舞台にしたファンタスティック・アーケード・ツアーなどを同時開催します。	 
	 

   
前回の公開プレゼンテーション・記念撮影の様子 ／ 今年 1 月 25 日（土）・26 日（日）に開催したファンタスティック・アーケード・プロジェクト 



 

「リノベ祭り 2014	 冬」の主なイベント	 	 

■第６回リノベーションスクール＠北九州	 

［日	 時］３月 20 日（木）～	 23 日（日）	 ＊公共空間活用コース 9日間のみ３月 15 日（土）〜23 日（日）	 

［会	 場］北九州市小倉北区	 魚町３丁目３−20	 中屋ビルほか	 

［内	 容］リノベーションスクールでは、遊休不動産のオーナーから提供された物件を対象に、国内の先駆的なリノベーシ

ョン実践者を講師に迎え、全国から集まった受講生とともに物件の事業計画を作成し、最終日にオーナーに向け

て公開プレゼンテーションを行います。	 

	 	 これまで５回のリノベーションスクールを開催し、市内の 21 物件を対象とした結果、７件が再生するなど確実な

成果を生んできました。これらの功績が認められ、2013 年 10 月には、「リノベーションによる小倉魚町の都市再

生プロジェクト」として平成 25 年度土地活用モデル大賞「審査委員長賞」を受賞しました。	 

［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、一般社団法人リノベーションまちづくりセンター	 

［受講予定人数］	 ※申込締切	 

	 （１）リノベーション事業計画コース：	 65 名	 

	 （２）セルフリノベーション実施コース：19 名［プロ向け９名／ビギナー向け 10 名］	 

	 （３）公共空間活用コース：	 	 	 	 	 	 20 名［A 日程９日間６名／B日程４日間 14 名］	 

	 

■第６回リノベーションスクール	 公開プレゼンテーション	 

［日	 時］３月 23 日（日）	 13:00-16:00	 

［会	 場］北九州まなびと ESD ステーション	 

［料	 金］無料（申込不要）	 

［内	 容］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

ョンプランのプレゼンテーションを、遊休不動産のオーナーに向けて行います。リノベーションの第一線で活躍

されている講師陣を交えて、各ユニットの提案をライブでブラッシュアップしていきます。	 

	 

■不動産オーナー向けリノベーションスクール Vol.１,	 Vol.２	 

［日	 時］Vol.1	 ３月 21 日（金）10:00-11:30	 ／	 Vol.２	 ３月 22 日（土）10:00-11:30	 

［会	 場］北九州まなびと ESD ステーション	 

［料	 金］2,000 円（申込必要・当日参加可能）＊ホームページから申込受付予定	 

［内	 容］Vol.1 では、吉原	 勝己さん・青木	 純さんをゲストに迎え、木下	 斉さんにモデレートしていただきます。ゲスト

が実践している賃貸経営のモデルケースを通じて、これからの賃貸経営について考えていきます。特に賃貸経営

者（大家さん）を対象にしたプログラムですが、興味関心のある方はどなたでも参加可能です。	 

Vol.２では、岡崎	 正信さん・木下	 斉さんをゲストに迎え、島原	 万丈さんにモデレートしていただきます。ゲ

ストが実践している事例を通して、これからのエリア価値とは何か、また不動産価値や不動産のあり方にについ

て考えていきます。不動産オーナーに限らず、興味関心のある方はどなたでも参加可能です。	 

	 

■第１回ハタラコクラス・フォーラム	 

［日	 時］３月 22 日（土）19:00〜21:00	 

［会	 場］北九州まなびと ESD ステーション	 

［料	 金］2,000 円・受講生および学生 1,500 円（申込必要・当日参加可能）＊ホームページから申込受付予定	 

［内	 容］魚町での新しい働き方、周辺エリアでの住まい方。小倉のこれからの暮らし方を考えるフォーラムです。	 

	 STUDIO-L の山崎	 亮、東京 R不動産の林	 厚見、北九州家守舎の遠矢	 弘毅をゲストに迎え、日本仕事百貨のナカム

ラケンタのナビゲートで、これからの地域のあり方を議論し、小倉の未来を思い描きます。	 

	 

■シンポジウム「公共空間のリノベーション」	 

［日	 時］３月 23 日（日）10:00-12:00	 

［会	 場］北九州まなびと ESD ステーション	 

［料	 金］2,000 円（申込必要・当日参加可能）＊ホームページから申込受付予定	 

［内	 容］Open	 A の馬場正尊と、みかんぐみ共同代表の曽我部昌史をゲストに迎え、戦略的都市政策『小倉家守構想』のプ

ロデューサーでもあるアフタヌーンソサエティの清水	 義次にナビゲートにしていただきます。	 

小倉の２つの公共的空間のリノベーションプロジェクト（UR 城野団地と魚町サンロード）について議論しながら、

これからの時代の公共空間のリノベーションと、次の時代にどう社会資本を使い継承していくかを描いてみます。	 

	 



■風雲！小倉城	 ～小倉城を取り戻せ～（公共空間活用コース）	 

［日	 時］３月 21 日（金）10:00-12:00	 こどもワークショップ	 	 13:00-16:00 風雲！小倉城	 -リアル城攻め体験ゲーム	 

	 ３月 22 日（土）10:00-16:00	 風雲！小倉城	 -リアルまちなか体験ゲーム	 	 

［会	 場］小倉城ほか	 

［料	 金］イベントにより 300 円または 500 円（申込必要：ホームページまたは葉書にて）	 

［内	 容］こどもワークショップ「空想どうぶつをつくろう！」	 ［参加料 300 円］	 

子どもとご家族を対象に、マーク・ハーゼルバッハ（彫刻家・ベルリン在住）のモデレートにより、小倉のまち

を歩きまわり、材料を集め、自分だけの動物を作ります。	 

	 

風雲！小倉城	 -リアル城攻め体験ゲーム	 ［参加料 500 円］	 

子どもとご家族を対象に、城郭空間で大玉や玉入れ、風船などを用いたゲームを行い、城の本来の機能である

「戦い」を体験します。受講生は小倉城天守閣と城郭の新しい使い方を提案し、実践します。	 

	 

風雲！小倉城	 -リアルまちなか体験ゲーム	 ［参加料 500 円］	 

都市に関心のある全ての人を対象に、受講生が立案した新しい公共空間の使い方を体験します。小倉の古地図と

再開発以前の地図を重ねあわせたマップを元に、現代の小倉の街を歩き回り、新しい小倉を発見します。	 

	 

■リノベツアー	 

［日	 時］３月 21 日（金）12:00-13:00、16:00-17:00	 ／	 3 月 22 日（土）12:00-13:00、16:00-17:00	 

［場	 所］魚町銀天街ほか	 

［料	 金］1,000 円（申込必要：まちづくり応援団 TEL093−541-0190）	 

［内	 容］小倉中心市街地で行われてきた、リノベーション 5物件を見ていただくツアーです。まち歩きをしながら、まち

の現状を実際に見て感じていただき、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

ターの解説とともに巡ります。（所要時間１時間を予定）	 

	 

■ファンタスティック・アーケード・ツアー	 

［日	 時］３月 22 日（土）〜23 日（日）10:00〜20:00（予定）	 ※20 日（木）・21 日（金）は公開制作	 	 

［会	 場］魚町サンロード商店街	 	 ［料	 金］未定	 

［内	 容］「商店街をめぐるファンタスティックな旅」をテーマしたアートイベントです。魚町サンロードを舞台に空き店舗

や通りなど商店街全体を使った体験型アート作品を展開します。	 

	 

■旦過でつまんでほろ酔いツアー	 

［日	 時］３月 22 日（土）15:30-17:00	 

［会	 場］北九州まなびと ESD ステーション受付・集合	 

［料	 金］1,500 円（事前に電話予約：北九州タウンツーリズム 080-2758-1872）	 

［内	 容］角打ちでお酒を飲んだり、旦過市場でつまみ食いしたり、北九州の独自文化を体験してみます。	 

	 

■子供たちに笑顔を！タイルアートプロジェクト	 

［日	 時］３月 22 日（土）・23 日（日）11:00-15:00	 

［会	 場］平井家跡	 	 ［料	 金］無料	 

［内	 容］	 "町中を彩る、自由な感性で描かれるアート"	 子供達にタイル及び絵具を無料配布し、タイルアートを体験して

もらいます。子供達によって絵付けされたタイルは保育所・幼稚園等をはじめとする施設に貼り付け、タイルア

ートを見た大人までも笑顔に変えるプロジェクトです。	 

	 

※その他、よりみち市、天体観測会、ファッションショー等を予定しています。	 

※各イベントの内容・開催日時等は、現在企画中のため変更となる可能性がありますのでご了承ください。	 

	 

お問い合わせ先 

■株式会社 北九州家守舎 

 担当：  横山・中里 

 E-mail: kitakyushu@renovationschool.net 

 TEL：   050-3435-0190 （平日 9:00-18:00） 

 WEB:   http://renovationschool.net/ 

■北九州市産業経済局サービス産業政策課 

 担当：山浦・片山 

 TEL：093-582-2285 

 

 

 


