
水辺座

石窯ポポロ

＊南海和歌山市駅から徒歩 8分

リノベーションスクールが始まる前の前夜祭！
ユニットマスター陣によるトークライブやこれまでのスクール卒業生が現在の活動
を語ったりと内容盛りだくさんの会です。
場所は、第 3回（事業計画）、第 4回（セルフリノベ）の案件となった日本酒バー水
辺座です。

リノベーションスクールのユニットマスター
たちによる、ここでしか聞けないトークライ
ブは必見です！！

◆参加費：4,000 円（予定）

◆場　所：水辺座　和歌山の地酒 bar

　　　　　(和歌山市元博労町 53）　

◆申込み：必要　下記までメールにてお申込ください。

◆問合せ：リノベーションわかやま〈renov@shimin.or.jp〉

◆参加費：3,000 円

◆場　所：農園レストラン　石窯ポポロ

　　　　　(和歌山市本町一丁目 27-1）　

◆申込み：必要　下記までメールにてお申込ください。

◆問合せ：リノベーションわかやま〈renov@shimin.or.jp〉

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。
場所は、第 1回リノベーションスクールの案件となった石窯ポポロです。

前夜祭

ポポロハスマーケット

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！

第 1回リノベーションスクールでの計画を実事業化するた
めの実証実験として始まった「ポポロハスマーケット」。
案件が実現した今も、毎月第 2日曜日に、新規事業者がま

◆参加費：3,000 円

◆場　所：RICHE

　　　　　(和歌山市七番丁 26-1 ダイワロイネットホテル１F）　

◆申込み：必要　下記までメールにてお申込ください。

◆問合せ：リノベーションわかやま〈renov@shimin.or.jp〉

クロージングパーティ

オープニングパーティ

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。
また、セルフリノベーションコースで作り上げた空間もご覧いただけます！
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：ミートビル　3階予定（和歌山市卜半町 33）　

◆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/
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PARTY & PRESENTATION

19:00-21:00

11 11 金

11 13 日

11 13 日

11 13 日

19:00-21:00 

14:30-16:00

17:30-19:30

ちに一歩踏み出せる仕組み
作っていくことを目的とし
て定期開催しています。
“手づくり”と“ロハス”
にこだわった、とても素敵
なマーケット。リノベー
ションスクールの合間にの
ぞいてみては！

11:00-16:00

ミートビル 3階

事業計画コース
セルフリノベーションコース

（和歌山市卜半町 33）
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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　

09：00   　開校式

09：15   　ガイダンス

09：30   　オープニングアクト　大島芳彦

　　　　　　　　　　

10：30   　対象案件見学・ユニットワーク

16：30   　ショートプレゼン

17：30   　ライブアクト 1　源じろう

　　　　　

19：00   　オープニングパーティ

SCHOOL CURRICULUM 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。

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。
※トークライブやパーティ等の費用は別途必要です。

●３日目（11/13）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。

※セルフリノベーションコースのライブアクト会場は
　ミートビル 1階にて受付

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　（11/11,12 のみ）

10：30　　ユニットワーク

09：00   　ライブアクト 2　寺脇加恵

　　

10：00   　ユニットワーク

17：00   　ショートプレゼン

18：00   　ライブアクト 3　林厚見

　　　　　

19：00   　ユニットワーク

08：30　　ユニットワーク

12：00　　ライブアクト 2　坂田裕貴

　　　　

13：00　　ユニットワーク

18：00　　ライブアクト 3　本間公

　　　　

11

11
金

11

12
土

「空間と仕組みのデザインで事業課題を
 解決する」

「地域資源をつないで食と重ね合わせる
 『地域観』の作り方」　

「現場から始まるリノベーション」

「あなたでなければ　ここでなければ　いまでなければ」

「源じろう計画事務所の場所づくり」

「DIYは自由だ！」　

09：00   　ユニットワーク　　

14：30   　

　　　　　

16：00   　クロージングアクト　嶋田洋平

　　　　　

16：30   　閉校式　　　　　

17：30   　クロージングパーティ

08：30　　ユニットワーク

11

13
日

事業計画コース セルフリノベーションコース 《ユニットマスター:セルフリノベーションコース》                    《スクールマスター》

工作社 代表
鳥取家守舎共同代表

本間　公

cacco design studio 代表 
HandiHouse project　共同主宰

坂田 裕貴

《ライブアクター》                   

嶋田 洋平
株式会社 らいおん建築事務所 代表取締役
株式会社 北九州家守舎 代表取締役　
株式会社 都電家守舎 代表取締役　
株式会社 リノベリング 代表取締役
株式会社 TheCave取締役

《ユニットマスター:事業計画コース》              
大島 芳彦
株式会社ブルースタジオ専務取締役
株式会社リノベリング取締役

寺脇 加恵
Globe Caravan 代表

林　厚見
SPEAC共同代表
東京R不動産ディレクター

一般見学について

proyect g oficina　代表

源じろう

「リノベーションで仕事をつくる」

事業計画コース／セルフリノベーションコース

公開プレゼンテーション


