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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、市堀川沿いの市営京橋駐車場の中央広場。公共空間を存分に使い倒そう！

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「ぶっちゃけトーク
ライブ」。
オープニングパーティ中に開催します！

◆参加費：3,000 円

◆場　所：市営京橋駐車場　中央広場

　　　　　(和歌山市福町 38）　

◆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〉

第 1回、2回のリノベーションスクール@和歌山の実案件化した計画の経過報告会を行います。
スクール終了後、ブラッシュアップを重ねて提案がどのように変化し、どのようにプロジェクトが進んでいったか、苦労話など
も交えてお話していただきます。
今回報告していただくのは 3案件。どなたでも参加できますので、気になるその後をぜひ聞きにお越しください。

◆参加費：無料

◆場　所：ぶらくり丁商店街内　特設ステージ　

◆申込み：不要　

オープニングパーティ

トークライブ

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。

◆参加費：3,000 円

◆場　所：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〉

クロージングパーティ

リノベーションスクール@和歌山　経過報告会

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…。必見です！

◆参加費：無料

◆場　所：ぶらくり丁商店街内　特設ステージ　

◆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 21番地 N2ビル 3F　TEL/FAX：073-428-2688 E-mail：renov@shimin.or.jp

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

11 6 金 19:30-21:30

11 8 日 13:00-13:45

11 8 日 14:00-16:00

11 8 日 17:30-19:30

“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
スクールと合わせてお楽しみ
ください！

PLACE→

11 8 日
11:00-16:00

南海和歌山ビル3F＆ぶらくり丁商店街
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南海和歌山ビル

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　協力：南海電気鉄道株式会社、ぶらくり丁商店街協同組合

明石 卓巳
ルクスグループ  代表
クリエイティブディレクター

吉里 裕也
SPEAC,inc 共同代表 
クリエイティブディレクター 
「東京 R不動産」代表ディレクター

青木 純
株式会社メゾン青樹 代表

岩本 唯史
RaasDESIGN 代表
BOAT PEOPLE Association 理事
河川利用 PRプロジェクト
「ミズベリング」ディレクター
みんなの水辺新聞編集長
建築家

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
一般社団法人 HEAD研究会 理事
一般社団法人 リノベーションまちづくりセンター 理事

10：30   　開校式

10：45   　ガイダンス

11：00   　オープニングアクト（ライブアクト 1）　青木純

　　　　　「エリアを凌駕して人を集めるリノベーション」　　　　　

12：00   　対象案件見学・ユニットワーク１

17：30   　ショートプレゼン

18：30   　ライブアクト 2　岩本 唯史

　　　　　「ミズベが日本を救う」

19：30   　オープニングパーティ

  9：00   　ライブアクト 3　明石卓巳

　　　　　「プロモーションとブランディング、フレームと思想」

10：00   　ユニットワーク 2

13：30   　ライブアクト 4　吉里裕也

　　　　　「モチベーションをデザインする」

14：30   　ユニットワーク 3

17：30   　ショートプレゼン

18：50   　ユニットワーク 4

  9：00   　ユニットワーク 5

14：00   　公開プレゼンテーション

16：00   　クロージングアクト　嶋田洋平　　「まちにダイブせよ！」

16：30   　閉校式

17：30  　クロージングパーティ
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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。

実案件（和歌山市内の遊休不動産等）を対象に、市内はもち
ろん、全国各地から集まったさまざまなバックグラウンドを
持つ参加者たちが「ユニット」とよばれる 8人程度のチー
ムを組んで、和歌山市内のまちの未来を考えます。
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
真剣に考えます。
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公開プレゼン 不動産オーナーへ

/// スクールマスター //////////////////// /// ユニットマスター //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

※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（11/8）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。

一般見学

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　（11/6,7 のみ）


