イベントスケジュール
パーティ&
トークライブ

リノベの春、
みーつけた

◎イベントの内容・時間などは一部変更になる場合がございます。詳細は会場およびホームページにてご確認ください。http://renovationschool.net/

イベント

会

3/9（水） 3/10（木） 3/11（金） 3/12（土） 3/13（日）

場

前夜祭

Tanga Table

オープニングパーティ

Tanga Table

クロージングパーティ

北九州市立商工貿易会館 前庭

19:00〜21:30
19:30〜21:30

リノベ祭りは、北九州・小倉の魚町界隈を舞台に
19:00〜21:00

トークライブ、パーティ、マーケットなど

あなたでなければ、
ここでなければ、いまでなければ（大島 芳彦） 北九州市立商工貿易会館 2F

10:30〜11:30

まちを活用したさまざまなイベント満載のお祭りです。

発明の時代にようこそ！（西村 浩）

北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）

18:00〜19:00

みんなで新しいまちの楽しみ方、みつけませんか？

社会の課題を事業で解決する（小野 裕之）

北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）

9:00〜10:00

ライブアクト
見学
その他

ないものねだりからあるものみっけなDIY（伊藤 菜衣子） COMICHI 香春口

13:00〜14:00

ソンミサン・マウルのコミュニティ（朴 ミラ）

北九州市立商工貿易会館 1F

18:30〜19:30

エリアリノベーションの方法論（馬場 正尊）

北九州市立商工貿易会館 1F

9:00〜10:00

まちの採用担当！（青木 純）

北九州市立商工貿易会館 1F

13:00〜14:00

DIYは最高のライブ！（加藤 渓一）

COMICHI 香春口

13:00〜14:00

魅惑のプレゼンテーション（大西 倫加）

北九州市立商工貿易会館 1F

18:30〜19:30

ぼくらのリノベーションまちづくり（嶋田 洋平）

北九州市立商工貿易会館 1F

16:30〜17:00

グッバイアクト（德田 光弘）

北九州市立商工貿易会館 1F

17:00〜17:20

ユニットワーク

中屋ビル 3F

ショートプレゼン

中屋ビル 3F

セルフリノベーションワーク

COMICHI 香春口

公開プレゼンテーション

北九州市立商工貿易会館 1F

鳥町四丁目町内会震災復興イベント「届け東北へ」※

魚町サンロード商店街（中屋ビル東側）

遊休不動産の活用策を学ぶ〜リノベーション事業報告会〜

北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）

不動産オーナー向けリノベ見学ツアー

小倉魚町周辺

12:00〜18:00

12:00〜18:30

10:00〜12:00
13:30〜18:00

10:00〜13:00
14:00〜16:30

12:00〜13:30

16:30〜18:00

9:00〜13:00
14:00〜18:00

9:00〜13:00
14:00〜18:00

9:00〜13:00

9:00〜13:00
13:00〜16:30

3/7（月）→13（日）17:00〜21:00
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JR 小倉駅より徒歩約８分

○北九州市立商工貿易会館（北九州市小倉北区古船場町 1 番 35 号）

北九州市立
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会 場 ／ 中 屋 ビ ル 北九州市小倉北区魚町
& 小倉魚町界隈各所
3 丁目 3 番 20 号

○COMICHI 香春口（北九州市小倉北区香春口 1 丁目5 番 21 号）
モノレール 香春口三萩野駅より徒歩約 3 分

お問い合わせ／リノベ祭り 2016春 事務局
北九州市小倉北区魚町三丁目3番20号 中屋ビル4F（北九州家守舎内） E-mail: kitakyushu@renovationschool.net

http://renovationschool.net/
●主催／ KPA 共同企業体（株式会社北九州家守舎、株式会社アフタヌーンソサエティ、一般社団法人公民連携事業機構）、
リノベ祭り実行委員会 ●共催／北九州市、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 ●後援／北九州まなびとESDステーション、中屋興産株式会社 ●企画・運営／株式会社北九州家守舎、一般社団法人リノベーションまちづくりセンター、九州工業大学徳田光弘＋建築計画研究室 ● PA 等担当／加賀 誠人
●協力／株式会社タウンマネジメント魚町、魚町三丁目町内会、鳥町四丁目町内会、株式会社鳥町ストリートアライアンス、一般社団法人 HEAD 研究会、
カワノデザインスタジオ、株式会社日本統計センター

二〇一六／春

11:00〜12:00

JR 小倉駅

37

thu

11:00〜12:30

※このイベントのみ、3/7（月）
からの開催となっています。

会場
マップ
199

3.10

Live Act ライブアクト

「リノベ祭り」は、
まちを舞台にみんなで創りあげる
都市型フェスティバルです。

10

3/

木

10

3/

10:30〜11:30

オープニングアクト

あなたでなければ、ここでなければ、
いまでなければ
●会場／北九州市立商工貿易会館２F
●料金／無料

リノベ祭りは、北九州市の戦略的都市政策「小倉家守構想」のもと、
リノベーションによる地域課題の解決を目指し、まちのにぎわいを生んできました。

リノベーションとはなにか、から始まり、
「物件を物語に」そしてその物語を不
動産オーナーにどのように届けるのか。
凝縮した珠玉のノウハウを惜しげも無く
披露する、目からうろこの 1 時間が待っ
ています。

「リノベの春、みーつけた」と題した「リノベ祭り 2016 春」は、
リノベーションスクールの題材となった商工貿易会館やタンガテーブルを活用した
トークライブやパーティなど、まちを楽しむイベント満載です !
みんなでまちの魅力を見つけましょう !

11

3/

金

Party & Talk Live
9

3/

10

3/

19:00〜21:30

水

木

19:30〜21:30

日

前夜祭

オープニングパーティ

●会場／Tanga Table
●料金／一般・スクール受講生2,000円（1ドリンク付き・軽食）

●会場／Tanga Table
●料金／一般 3,000円（1ドリンク付き・軽食）

●会場／商工貿易会館 前庭
●料金／一般 3,000円

リノベーションスクール前

リノベーションスクールの
参 加 者、ユ ニットマス
ター、ライブアクター、ス
タッフ、魚町の仲間たちと
みんなで楽しむオープニン
グパーティ。空き家を含
めた様々な社会問題にど
う「楽しく」立ち向かうの
かをテーマにパーティの中
でトークライブも開催します!

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。リノ
ベーションスクールの楽し
さや苦 労など、４日間の
想いをパーティの中のトー
クライブで語ります。

夜祭とトークライブを同時
開催！今までのエピソード
や、これからのスクールへ
の想いなどを語ります。

School スクール
10

3/

木

13

日

ユニットワーク

※時間はイベントスケジュールを
ご参照ください。

クロージングパーティ

大島 芳彦

12

見学

11

3/

金

3/10（木）
3,000円
3/11（金）・12（土） 5,000円
3/13（日）
2,000円

12:00〜13:30

ショートプレゼン

12

土

16:30〜18:00

10

3/

13

木

日

※時間はイベントスケジュールを
ご参照ください。

セルフリノベーションワーク
●会場／COMICHI 香春口

リノベーション事業計画コースの

リノベーション事業計画コースの

セルフリノベーションコースの受

各 ユニットが 担 当 物 件のリノ

８つのグループが、途中経過を

講生が、リノベーションの施工

ベーション事業計画を４日間の

プレゼンテーションします。

方法を学びながら、実際に空
間を変えていきます。

ユニットワークを通じて練り上げ
ていきます。

Market マーケット Seminar セミナー Tour ツアー
月

13

日

17:00〜21:00

11

3/

金

11:00〜12:30

鳥町四丁目町内会
震災復興イベント「届け東北へ」

遊休不動産の活用策を学ぶ
〜リノベーション事業報告会〜

●会場／魚町サンロード商店街（中屋ビル東側）

●会場／北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）
●料金／無料 ●申込／先着100名

魚町サンロード商店街周辺エリア
の飲食店が東北食材を使った特
別メニューを店頭販売。3/11
（金）
は、クッチーナ・ディ・トリヨンに
てどなたでも参加できる東北食材
BBQ パーティを開催します！（食
材 1 品＋1ドリンク 1,000 円）

土

をつくるためのヒントを

発信するウェブマガジン「greenz,jp」

ナなどの原っぱとしての再生など、大き

副編集長でもある小野さんがこれまで

なヴィジョンをもって、小さな点を打つ。

関わってきた社会課題を解決する事

発明的なまちづく
りの手法をお話しいた

業から得た多くの気づきを紹介します。

だきます。

西村 浩

小野 裕之

（ワークヴィジョンズ）

金

（greenz.jp）

12

3/

18:30〜19:30

土

9:00〜10:00

ソンミサン・マウルのコミュニティ

エリアリノベーションの方法論

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

韓国ソウルで住みたいまち No1 の人

これからの時代の「気持ちよくて心地

ソンミサン・マウル 。必要な

いい住空間・公共空間・都市空間」

ものは自分たちでつくる事から、まちの

とは何か。その実現のために何をする

起業がどんどん生まれるコミュニティに

べきかお話しいただきます。

ついて、ご紹介いただきます。

伊藤 菜衣子

朴 ミラ

（暮らしかた冒険家）

馬場 正尊

（ソンミサン学校設立委員会）

12

3/

13:00〜14:00

土

（Open A）

12

3/

13:00〜14:00

土

18:30〜19:30

まちの採用担当 !

DIYは最高のライブ !

魅惑のプレゼンテーション

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

●会場／COMICHI 香春口
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）
マーケティング PRの達人が、思わず

行列ができるマンションの仕掛け人。

セルフリノベーションの作業を始めるそ

不動産オーナー業を引き継ぎ建物とま

の前に、家を自分でつくることの楽しさ、

引き込まれてしまうプレゼンテーション

ちの再生に着手し、次々に新しい人

ライブ感、レイブ感、愛着と感動につ

のテクニックを伝授します！

たちをまちに呼び込んでいく物語を語

いて、お話しいただきます。

◎ご希望の方は中屋ビル3Fの受付にお越しください。
◎当日全てのライブアクト、ユニットワーク、セルフリノベーションワーク、
ショートプレゼンが見学できます。（ライブアクトのみの見学は別料金）

●会場／中屋ビル3F

7

ほしい未来

クトのキーマンとして、わいわいコンテ

ります。

●会場／中屋ビル3F

3/

現在に至る札幌移住までの体験談や

3/

●会場／北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

気の

た古い民家をリノベーションしてから
DIYの楽しみ方について、お話しいた

●会場／北九州まなびとESDステーション
（中屋ビルB1F）
●料金／一般1,000円（スクール受講生は無料）

11

東日本大震災のあと熊本市で見つけ

9:00〜10:00

社会の課題を事業で解決する

3/

●会場／COMICHI 香春口
●料金／一般1,000円
（スクール受講生は無料）

金

発明の時代にようこそ !

（ブルースタジオ）

13:00〜14:00

だきます。

11

3/

18:00〜19:00

佐賀市の中心市街地の再生プロジェ

ないものねだりから
あるものみっけなDIY

パーティ & トークライブ ●申込／不要
3/
13 19:00〜21:00

木

●申込／不要

「リノベーションまちづく
り」は、古い建物の機能を今の時代に
適したあり方に変えて、新しい機能を付与する「リノベーション」

13

3/

日

11:00〜12:00

13

3/

日

16:30〜17:00

クロージングアクト

ぼくらのリノベーションまちづくり

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／無料

13

日

17:00〜17:20

不動産オーナー向けリノベ見学ツアー

グッバイアクト

●料金／無料（不動産オーナー対象）
●申込／リノベーションスクール@北九州ウェブサイトから

●会場／北九州市立商工貿易会館1F
●料金／無料

小倉のまちのリノベーション物件

最初で最後のライブアクト。リノベー

を「まち歩き」しながら巡るツアー

ションスクールは、何か成し遂げてや

です。ガイドが、経緯やリノベー

ろうと強く想う志をもった人たちの出会
いの場。一人ではできないかもしれな

によって、雇用や賑わいを生み出し、エリアの再生を目指す取

て解説します。

い。でも仲間がいる。スクールでの出
会いをきっかけに、共にリノベ活動を
スタートさせましょう!

公開プレゼンテーション
日

13:00〜16:30

●会場／北九州市立商工貿易会館 1F
●料金／無料 ●申込／不要

（らいおん建築事務所）

3/

Presentation
13

嶋田 洋平

ションがまちに与えた影響につい

話しします。

（HandiHouse project）

3/

小倉魚町、豊島区雑司が谷での活
動のこれまでとこれからを軽快に紹介し
ます。日本全国に広がるリノベーション
まちづく
りから見えてきた、これからのまち
づく
りのヒントが見えてくるはずです。

の手法を活用し、まちづく
りに寄与する新たな商売などを行うこと
り組みです。「これからの遊休不動産の活用策」をテーマにお

加藤 渓一

青木 純

（メゾン青樹）

德田 光弘

リノベーション
まちづくりセンター

リノベーションスクールの４日間で受講生が考えた事業
計画と空間計画のリノベーションプランを、遊休不動
産のオーナーに向けてプレゼンテーションします。各グ
ループの提案を、講師陣がその場でブラッシュアップ。
必見です！

大西 倫加

（さくら事務所）

