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福岡市の老舗賃貸ビル経営業の吉原
住宅有限会社から、不動産コンサルティ
ング部門として事業化、2008年に誕生。
福岡都市圏において経年賃貸ビルに、
古い建物ならではの価値をもたらすこと
で再商品化する「ビンテージビル創出事
業」に取り組む。ビル再生の企画、設計・
デザイン、工事、プロモーション、不動産
仲介、不動産管理及びビルストック啓発
活動までワンストップで行う。

株式会社
スペースRデザイン
（福岡県福岡市）

https://www.space-r.net/

祖父から不動産会社「吉浦ビル」を受け
継いだ吉浦氏が、所有賃貸物件を「入
居者自身が部屋をDIYリノベできる賃貸
マンション」として再生。2015年には地
域コミュニティと活性化を目的に「樋井
川村」を設立後、商店街の空き物件を活
用した地域交流スペース「樋井川テラ
ス」や、倉庫を改装したクリエイターの
活動拠点「樋井川アートセンター」を手
掛けている。

吉浦ビル

（福岡県福岡市）

http://www.yoshiura-build.jp/

糸島の中心・前原商店街において、糸
島ゲストハウス前原宿ことのはのオー
ナー野北夫妻を中心に結成された、DIY

リノベ商店街活性化チーム。月1回の清
掃活動や飲食店を巻き込んだ飲み歩き
イベントなどを行う。また飲食起業家向
けに様々なサポートを行う窓口的存在。

前原もっと楽しもう
プロジェクト
（福岡県糸島市）

書家であった祖父のアトリエ物件の運
営を父から引継ぎ、衣食住複数の業種
がコラボレーションする集いの場を目標
にまずはシェアオフィスとして再生。
2019年には一般に開放できるカフェ、
ショップ「CoRicco Cafe |コリッコカ
フェ」へと進化した。現在は、学びの場を
つくるべく、伝統と革新を軸に研究会を
設置して活動中。

CoRicco

（福岡県太宰府市）

久留米市にて駅前30秒の家庭菜園付
の賃貸アパート「半田ビル」を所有し、経
営。自らDIYリノベに取り組み、賃貸物件
や店舗の再生・活用に導くほか、DIY

ワークショップの企画・運営、まちづく
りや地域活性化などにも従事。櫛原駅エ
リアのまちづくりに関わりながら、エリア
価値の向上に結びつけようとしている。

H&A brothers

（福岡県久留米市）

親から引き継いだ築40年の木造アパー
トと平屋7棟を、大家仲間や建築士、大
工など協力者を次 と々得て、2018年より
DIYリノベに取り組む。「共に学び、共に
楽しむ」が今年の目標。アパート一室の
リノベ中に親の介護が始まりDIYどころ
ではなくなるも、周囲のアドバイスを受け
松葉ビレッジ初のコミュニティースペー
スにすることを決意。松葉ビレッジカフェ
として、7月より試運転を始める。

松葉ビレッジ

（福岡県久留米市）

福岡県最大の森林面積を持つ八女市。
重要伝統的建造物群保存地区にある
旧八女郡役所や川のじ、遊休不動産再
生と活用に取り組む。また、市外の空き
家やマンション等にも材供給などを行い、
地域材の八女杉を積極的に活用する取
組も進める。地域の他団体や行政と協
力し、地域資源を活用して川上から川
下まで持続的な地域コミュニティの形
成に貢献、活動の輪を広げる。

八女チーム

（福岡県八女市）

http://gunyakusyo.com/

2015年に誕生した柳川商店街内の創
業支援施設「KATARO base 32」から波
及して結成された柳川DIYリノベのチー
ム。まちの内外から多彩な人材を巻き込
み化学反応が起きている。戸建が多い
のが特徴。

柳川インパクツ

（福岡県柳川市）

大牟田市内で大家業や飲食店を展開
中の（株）カンカングループを母体に、
2014年設立。地域の清掃ボランティア、
NPO法人グリーンバード大牟田チーム
と連携させ、DIYリノベを通してエリアの
ビルや空き店舗の空き家対策を推進。
建物と地域を含めたまちのコミュニティ
再生に取り組む。

大牟田ビンテージのまち
株式会社

（福岡県大牟田市）

熊本県北の玄関口荒尾市、福岡県大牟
田市と共に近代産業で栄えた炭鉱都市
を遊び場にして活動中。野遊び（アウトド
ア活動）を軸に、人が自然の恵みと共に
生活を営める社会を創造し、豊かな郷土
を次の世代に継承できる地域づくりを目
指して活動を続けており、2020年から法
人化。荒尾駅前の空きビルを拠点とする
ためリノベ中のアウトドア集団。

のあそび labo

（熊本県荒尾市）

長洲町での暮らしをより楽しく愉快に、
2015年7月に古民家をリノベしてでき
たカフェあゆたりに訪れるお客さんが、
次第にマルシェや音楽＆トークイベント
でまち興しをはじめ、ヒトモノコトを紡い
でいく団体が生まれる。2020年7月、妄
想を語り具現化していく「ながすヨダレ
会」として進化し、リノベ物件を妄想中。

ながすヨダレ会

（熊本県玉名郡長洲町）

2020年5月にグランドオープンした
『HIKE（ハイク）』。熊本県玉名市の玄関
口にそびえ建つ築古ビルをフルリノベー
ションし、ホステルを軸にしカフェバーを
併設した施設に改修。『誰もが集い“カタ
ル”場所』をコンセプトに、人々が集える
場所を目指している。

たまなしリノベプロジェクト

（熊本県玉名市）

熊本地震（2016年）の影響で取り壊しと
なったビル跡地に2019年オープンした
ソーシャルコミュニティの場「オモケン
パーク」。そして再建築不可または難し
い木造建物をサブリースし宿としての企
画とリノベーションを行い次 と々新しい
宿と宿業の仕組みを誕生させている取
り組みなど、熊本市内で起こっている
数々のDIYリノベの現象を、熊本県立大
学 イルジ准教授が取りまとめる。

空地空家をそだてる
プロジェクト@熊本
（熊本県熊本市）

伊佐市を元気に何か面白い街へとの想
いから、空き家再生等を手掛ける中、事
業性への結びつけに重点を置き、活動
を行っている。空き店舗活用、新規事業
の企画立ち上げを積極的に展開。再生
物件は 100 軒以上に渡る。賃貸活用を
はじめ、空き倉庫のシェアオフィス・コミュ
ニケーションスペース及び起業主導型保
育園への活用、集落をアーティストと共
存できるエリアへ推進する等、幅広い分
野でつぶしが利く地域を目指している。

伊佐てぃーむ。

（鹿児島県伊佐市）

鹿児島県霧島市内で最も過疎化の深
刻な中山間地域である横川町を舞台に、
空き家活用・地域資源活用・地元人
材育成の３つの観点を軸に活動。かつ
て金山で栄え、鹿児島の重要物流拠点
だった横川町は、最盛期の面影が今も
色濃く残る歴史と文化の町。豊富な地
域資源（遊休不動産含む）の再開拓と
活用をテーマに、地元住民と移住者 /ベ
テランと若い世代などの地域内交流・
人材育成も念頭に置きながら、まちづく
りを事業として取り組むことを目指す。

大隅横川

（鹿児島県霧島市）

DIYリノベで鹿児島を活性化させるべく、
ソーシャルで空き物件や公共財産を活
用、まちづくりを実践。主導する株式会社
KISYABAREE 代表取締役／のきさき市
＠鹿児島騎射場 主宰の須部氏は、地域
づくりの事業創出を通し、鹿児島県内の
行政、大学、地域連携や、場づくりを手掛
ける。2020年9月騎射場に学生と地域の
人が事業をつくる場としてインキュベー
ション視察を実験的に運営スタート。

鹿児島DIYリノベ
実行委員会

（鹿児島県鹿児島市）

「ユクサおおすみ海の学校」は2013年に
閉校となった鹿児島県鹿屋市の旧菅原
小学校校舎および敷地を鹿屋市から公
募を経て借り受け、体験滞在型宿泊施
設および観光拠点施設として2017年7

月にオープン。施設のコンセプトは小学
校だったという歴史を活かし、大隅半島
の人と自然が先生という設定で、子供た
ちも、大人たちも、体験を通して楽しみな
がら学ぶ場をつくることを目指している。

大隅家守舎

（鹿児島県鹿屋市）

https://yukusa-ohsumi.jp/

頴娃町をいつまでも住みたいと思える魅
力あるまちとすることを目指す。2010 年頴
娃町移住した観光プロジェクトリーダー
の加藤氏を中心に、農家や商店主等の
地域メンバーを巻き込んだ地域活動を
展開。町外来訪者がまばらだった釜蓋神
社が年間 15 万人の 来訪者を迎えるス
ポットに育つ。昨今は、空き家再生、商店
街活性化、移住者受け入れなどまちづく
り分野の活動にも力を入れている。 

NPO法人
頴娃おこそ会

（鹿児島県南九州市頴娃町）

https://ei-okosokai.jimdofree.com/

1928年創業、長野県の老舗看板会社。
「光ハイツ」（1978年築）を“長野のまち
を豊かにする人のつながりの拠点”とし
まちに愛される「ビンテージビル」へと育
てるため、2013年スペースRデザインと
のソーシャルビジネス協働プロジェクト
として『長野ビンテージビルプロジェク
ト』をスタート。「ものづくりビル」として
育てアートと伴にまちに広げている。

アドイシグロ

（長野県長野市）

https://ad-ishiguro.com/hikariheights/

スペースRデザイン 吉浦ビル
前原もっと楽しもう
プロジェクト

H&A
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設立した民間
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上記参加団体がまちに与えた影響 〈福岡DIYリノベWEEK  2014年11月（開始年） ー 2020年10月〉

九州DIYリノベWEEKEND2020 チームへのヒアリングによる（2020.10.1）（活動開始時期はチームにより異なる）
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八女チーム

（福岡県八女市）

柳川インパクツ

（福岡県柳川市）

大牟田ビンテージの
まち株式会社

（福岡県大牟田市）

のあそび labo

（熊本県荒尾市）

ながすヨダレ会

（熊本県玉名郡長洲町）

たまなしリノベ
プロジェクト

（熊本県玉名市）

空地空家をそだてる
プロジェクト@熊本
（熊本県熊本市）

伊佐てぃーむ。

（鹿児島県伊佐市）

大隅横川

（鹿児島県霧島市）

鹿児島DIYリノベ
実行委員会

（鹿児島県鹿児島市）

大隅家守舎

（鹿児島県鹿屋市）

NPO法人
頴娃おこそ会

（鹿児島県頴娃町）

アドイシグロ

（長野県長野市）

前原もっと楽しもうプロジェクト

のあそび labo HIKE_tamana

CoRicco Shop＆Cafe H&A Apartment 松葉ビレッジ

DIY鹿児島タウン構想pj

同時多発的Diyリノベ in柳川 大牟田ビンテージのまち株式会社

福岡DIYリノベWEEK
参加団体プロフィール

2014年 11月（開始年）
 ー 2020年 10月 

今年で7年目を迎える福岡DIYリノベWEEKは、「遊休不動産をまちの景観やまちの拠点として熟
成させたい、それがまちの活性化にも寄与するはず」という想いのもと、お互いに勉強し現場の情報交
換をしながら、それぞれの地域において手探りでひと・まち・社会を巻き込み「DIYリノベ」を実践して
きた結果、ローカルな各まちの背景・特徴を活かした独自の成果を生み出してきました。今年は従来

のように各拠点を巡っていただくことは難しい世情ですが、これまでの活動を通じて繋がった福岡・熊
本・鹿児島・長野（特別参加）全23組のチームが、ブロードキャスト活動に新しく取り組みます。時代
が変わりつつある今、これまでの活動の振り返りと、自分たちのまちの未来を見据えたこれからの取り
組みをぜひみなさんに見ていただき、今だからこそできる新たな交流を深めて参りたいと思います。



ORGANIZED BY NPO CORPORATION FUKUOKA BUILDING STOCK COUNCIL

NPO FUKUOKA BLDGS. STOCK ASSOCIATION

Chairman  YOSHIHARA KATSUMI

第7回  九州 DIYリノベWEEKEND 2020
主催： ＮＰＯ法人福岡ビルストック研究会

今、九州各地の空き家・空きビルでは、“DIYによる不動産の再生”から始まり、
市民も巻き込みながら“まちの活性化”へとつなげる“DIYリノベ”プロジェクトが、
同時多発的に起こっています。 「自分の好きな暮らしは自分で創る。自分の好き
なまちは自分で創る」を合言葉に、そんな各地のリーダーたちとの交流を目的に
2014年から始めたイベントが「福岡DIYリノベWEEK」です。

このイベントは、毎年11月の1週間、全国の人たちに各地に来ていただき、活動
を紹介し、交流の機会を作ることで、ローカルな旅とまちの変化を楽しみ学ん
でいただけるものです。ですが、参加者も1000人（のべ）近くのイベントに成
長してきた矢先、人が集まるのが難しい世情になり、今年はリピーターの皆さ
んとお会いできず残念です。

そこで2020年は発想を変え、各チームの拠点から全国の皆さんに向け、ロー
カルの魅力を情報番組として配信するブロードキャスト活動を始めます。その
名も「DIYリノベWEEKEND2020オンラインステーション」。参加も23チーム
と大幅に増え、2020年11月から週末ごとに、半年がかりで各地から番組配信
をおこないます。今年は今まで以上に各地のことを知っていただき、リノベ
WEEKファンの皆さまとの交流を新たなカタチで深めて参りたいと思います。

人口減少時代の地方都市の活性化を目指す、各地のDIYリノベのムーブメント
を感じていただく機会となれば幸いです。

In Kyusyu area, triggered by “DIY-regeneration of a real estate” , DIY-Renovation 
movement of “Town Activation with Town People” is now arising coincidentally 
in the multiple towns.
From 2014, the event FUKUOKA DIY RENOVATION WEEK has been started in 
various areas by Renovation-readers met together under the concept of 
“Favorite life by oneself; favorite town by oneself” to intercommunicate.

This is the one-week annual event in every November, and during the period, 
participants enjoy the local-trip and find town-transfiguration.  
To date, it is grown to the big event that a total of roughly 1000 people have 
come.  However, it becomes difficult to get together these days, it is unfortunate 
that we couldn’ t meet you this year.So, instead of the annual event, we will start 
the live-streaming activity in 2020, from various Renovation-groups to release 
local attraction of their towns.  This is the “DIY RENOVATION WEEKENDS 2020 
ONLINE STATION”.

The number of our members has increased to 23 groups, and the activity 
programs will be live-streamed by each group for half a year from this November 
on every weekend. 
We want to deepen exchanges with our “RENOVATION WEEK FANS” in a new 
approach to get to know our engagement more than ever.

We are very happy that you can feel the movement of DIY-Renovation toward 
local-town-activation in the depopulating society.

理事長挨拶 GREETING FROM THE CHAIRMAN

これから始まる半年間の全 23チームが集結。各地の「楽し
い、学べる、美味しい」活動プレゼンを行います。スペシャル
ゲストにLIFULL HOME’S 総研 所長 島原 万丈氏と東京大
学空間情報科学研究センター特任教授・日本大学教授 清
水 千弘氏をお迎えし、“愛ある賃貸・官能都市・住宅幸福論”
を話題に、各チーム特性をご一緒に読み解きます。

無料参加費

zoom（事前申込要）配信方法

九州DIYリノベWEEKEND公式webサイトより申込

NPO法人福岡ビルストック研究会
Mail:  office＠npo-fbs.com

お問合せ

NPO法人福岡ビルストック研究会主催

九州DIYリノベWEEKEND2020スタートアッププレゼン ＠冷泉荘

2020.11.4［WED］16：00 － 18：30

博多市博多区

福岡県久留米市

福岡県糸島市

福岡市久留米市

福岡市中央区 

リノベーションミュージアム冷泉荘

ハンダアパート （H&A brothers）

みんなの （前原もっと楽しもうプロジェクト）

コーポ江戸屋敷

新高砂マンション （スペースRデザイン）

最古リノベ

駅前リノベ

商店街リノベ

団地リノベ

公団リノベ

11月 4日（水）

11月 7日（土）

11月 14日（土）

11月 21日（土）

11月 28日（土）

第7回  九州 DIYリノベWEEKEND 2020 ライブ配信スケジュール

1

LIVE SCHEDULEDIY
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DATE AREA CATEGORY THEME LIVE STREAM BASE

2020年 12月 ̶ 2021年5月のスケジュールはWEBにて！

LIFULL HOME’S 総研 
所長  島原 万丈氏

東京大学空間情報科学研究センター
特任教授／日本大学教授
清水 千弘氏

7th KYUSHU DIY RENOVATION WEEKEND 2020

PICK UP EVENT! 今年は会場&配信でお届け！

「九州DIYリノベWEEKEND2020スタートアッププレゼン」

「櫛原駅エリアのみらいマップ ̶菜園アパートから広がるマチのつながり ̶」

「冒険できる街へ！ 前原商店街の過去から未来」

「団地の過去と未来  ̶若手職人チームがまちを変える時代 ̶」

「新高砂マンションの目指す未来  ̶清川ロータリープレイスをまちのランドマークに ̶」

九州DIYリノベWEEKEND公式サイト
http://diyrweek.npo-fbs.com

主催 NPO 法人福岡ビルストック研究会
TEL 092 -721 -5501
Mail o�ce@npo-fbs.com

23チーム ノンストップ
怒涛のDIYリノベトーク !!

（スペースRデザイン×
  H&A brothers）



K Y U S H U  D I Y  R E N O V A T I O N  W E E K E N D  2 0 2 0

1

2
3

75

46

9
8

10
11

12

13

14

15 16

17

19

20

18

21

22

リノベーションミュージアム新高砂マンションは1階テナント区画
「清川ロータリープレイス」、2階から上の住居区画からなる築43年
の賃貸マンション。今年は、住居利用、SOHO利用、1階を店舗利用
されている方、各々のお宅訪問を行い、事前に判定してもらった“物
件通知表”をもとにトークを行います。そこで見えてくる次の展開を
考えるとともに、新高砂マンションの目指す未来を考察してみます。

スペースRデザイン（福岡市）

新高砂マンション （福岡市中央区清川2-4-29）

団体名

拠点

新高砂マンション
リノベーションミュージアム

2 SHINTAKASAGO apartment
[Space R design], Fukuoka “公団リノベ”

新しい価値「ビンテージビル」を創出し、リノベーションをはじめとし
た社会実験的な不動産再生に挑み続けてきたパイオニア「山王マン
ション」。古くなりゆくことで深まる価値と、今なお新しい再生に取り
組む、築100年を目指す山王マンションのいまをご紹介します。

スペースRデザイン（福岡市）

山王マンション （福岡市博多区博多駅南4-19-5）

団体名

拠点

福岡賃貸
リノベのパイオニア

3

https://www.space-r.net/rent/sannouWEB

配信テーマ 「ビンテージビルの深まる価値、そして新たな実験的挑戦」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

SANNO apartment
[Space R design], Fukuoka “最長リノベ”

高齢者が多く住む郊外住宅地で、ひっそりと廃業した食品卸倉庫を、
若いクリエイターが活動する「アートセンター」として活用。街の空き
家に息を吹き込み、自然な多世代交流を促す拠点に転換する取り組
みをご紹介します。

樋井川村 （福岡市）

旧 川本商店 （福岡市城南区樋井川4-35-3）

団体名

拠点

樋井川アートセンター
（H.A.C.）

5

https://www.yoshiura-build.jpWEB

配信テーマ 「郊外から発信するクリエイターのための拠点」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

HIIGAWA VILLAGE Co.,Ltd. , 
Fukuoka

1976年建築以降、天神のまちとともに歩み続けてきた天神パークビ
ル。名前には「公園のように人が集う場所にしたい」というオーナーの
想いが込められています。時代の変化に合わせたこれまでの持続的
変化と、天神ビックバンで変わりゆく福岡のこれからを考えます。

スペースRデザイン （福岡市）

天神パークビル （福岡市中央区大名2-8-18）

団体名

拠点

福岡発、
オフィスビルの
リノベーション

4

https://www.space-r.net/WEB

配信テーマ 「私たちのホーム、天神パークビル。持続的変化と
挑戦の先にみる、今後在るべきオフィスビルの姿とは。」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

Tenjin Park Building
[Space R design], Fukuoka “オフィスビルリノベ” “セルフリノベ”

江戸時代の宿場町に起源を持つ糸島市の前原商店街は、昭和の繁
栄から平成の衰退を経て今、DIYリノベによって活性化！商店街の
過去20年の動きと、最近の取り組み、そして“冒険できる”商店街の
未来へ向けたストーリー、個性的な店舗の数 と々移住者の関わりに
ついてご紹介します。

前原もっと楽しもうプロジェクト（福岡県糸島市）

みんなの （福岡県糸島市前原中央3-4-3）

団体名

拠点

6

前原もっと楽しもうプロジェクトFacebook

配信テーマ 「冒険できる街へ！前原商店街の過去から未来」

配信日時 2020年11月14日（土）  16：30 ― 17：00

Enjoy MAEBARU Project,
Itoshima “商店街リノベ”

西鉄久留米駅のひとつ隣の櫛原駅前にある「マチとつながる賃貸ア
パート」。地元の兄弟大家が運営する菜園付きアパートは、入居者さ
ん同士だけではなく地元住人の交流の場となっています。昨年ア
パート前面につくったウッドデッキを活用し、パン屋さんが出店。櫛原
駅エリアの未来について、入居者さんと一緒にトークします。

H&Abrothers  （福岡県久留米市）

ハンダアパート （福岡県久留米市東櫛原町2035）

団体名

拠点

久留米DIY
ガーデンアパート
＠西鉄櫛原駅

8 HANDA apartment
(H&A brothers), Kurume

コリッコカフェは、多くの人でにぎわう太宰府天満宮から徒歩3分の
近さながら、閑静な住宅とお店があるエリアに位置します。かつて祖
父のアトリエで、父が所有している物件の運営を任されDIYリノベを
スタート。様々な世代間・衣食住ジャンルから生まれるプロジェクト
の種を発生させ、地域のプレーヤーを創出する取り組みをご紹介。

CoRicco  |  コリッコ （福岡県太宰府市）

コリッコカフェ （福岡県太宰府市宰府4-2-46）

団体名

拠点

＠裏太宰府

7

https://coricco.com/　WEB

配信テーマ 「文化経済圏の形成と世代間・衣食住連携
― コリッコの目指す地域コミュニティ再構築 ― 」

配信日時 2021年1月16日（土） 16：00 ― 17：30

CoRicco Cafe (CoRicco),
Dazaifu “駅前リノベ”“太宰府リノベ”

H&A ApartmentFacebook

配信テーマ 「櫛原駅エリアのみらいマップ
― 菜園アパートから広がるマチのつながり ― 」

配信日時 2020年11月7日（土） 16：00 ― 17：30

エリアブランディングを目的として、松葉荘201号をコミュニティス
ペースとして活用していくことに。女性の視点を活かして、お母さんを
中心とした交流拠点とし、築古家屋、空き家再生を志します。一人暮
らしの高齢者や孤立した女性（ママ）などの問題に取り組む予定。
DIYリノベの始まりから、松葉ビレッジのこれからを配信します。

松葉ビレッジプロジェクト（福岡県久留米市）

松葉ビレッジ （福岡県久留米市合川町2088）

団体名

拠点

大切な着物のように
「仕立て直す」
築古家屋

9 MATSUBA VILLAGE
[MATSUBA VILLAGE Project] ,Kurume

江戸時代の城下町を起源に形成された八女福島。100軒以上の町
家改修が進み、静かな中にも伝統工芸をはじめとする手仕事の職人
の息吹きが感じられ、新たなショップや工房などもオープン中。さら
に奥八女では、無垢の八女杉を施したリノベーション物件が進行中。
森を起点に、様々な分野と連携し、無理なく長期目線で循環社会を
目指し日々取り組みを進めています。

八女チーム （福岡県八女市）

旧八女郡役所 （八女市本町2-105）

団体名

拠点

八女の資源×職人による
循環型社会の創造

コーポ江戸屋敷は、カレッジを通じてコミュニティデザインを学び、
各戸のリノベーションから敷地全体の魅力を高めるランドスケープ
計画に取り組む団地型の建物です。団地初のパン屋とカフェの出店
や、新規の取り組み「現状渡しで自由に改装できる部屋 ＃funker 

room」について紹介します。

H&A brothers × スペースRデザイン （福岡県久留米市）

コーポ江戸屋敷 （久留米市江戸屋敷1-7）

団体名

拠点

団地魅力化計画
＠江戸屋敷

10

松葉ビレッジFacebook

配信テーマ 「築古家屋・空き家再生から、
お母さんを中心とした地域交流拠点へ」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

CORPO EDOYASHIKI apartment
(H&A brothers × Space R design), Kurume“戸建リノベ” “団地リノベ”

http://gunyakusyo.com/WEB

配信テーマ 決まり次第WEBにてご案内

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

11 team Yame,
Yame “木造木質化リノベ”

柳川に残る武家屋敷のひとつ「河野邸」の再生に、市民団体「柳川暮
らしつぐ会」が取り組んでいます。2020年9月からお片付けワーク
ショップが始まり、今後職人さん達の指導を受けながらDIYで、時間
をかけて工事を進めていく予定です。古民家リノベの現場から物件
のご紹介、および「柳川暮らしつぐ会」の活動をご紹介します。

柳川インパクツ （福岡県柳川市）

柳川市内の古民家リノベ現場 （柳川市西浜武）

団体名

拠点

同時多発的
DIYリノベ in 柳川

炭鉱の街として栄えた大牟田市。DIYリノベを活用し、味わい深いビ
ンテージのまちへと変貌しつつあります。マンションの1室から始まっ
たプロジェクトは、人と人、人とまちをつなぎ、商店街再生事業、街の
清掃活動、豪雨災害復興への活動と、幅広い分野へと広がっていま
す。街に拡大中の大牟田の今をお伝えします。

大牟田ビンテージビルプロジェクト （福岡県大牟田市）

辰巳屋ビル2F （大牟田市本町1-2-13）

団体名

拠点

DIYリノベシティ
–OMUTA構想–

13 OMUTA Vintage Buildings Project, 
Omuta

大牟田ビンテージのまち株式会社Facebook

配信テーマ 「チアーズドリンキングOMUTA」

配信日時 2020年12月19日（土） 16：00 ― 17：30

同時多発的Diyリノベ in柳川Facebook

配信テーマ 「古民家再生から考える柳川の継ぐ暮らし」

配信日時 2021年2月27日  16：00 ― 17：30

12 YANAGAWA IMPACTS,
Yanagawa “古民家リノベ” “商店街リノベ”

目立たない地方で溢れかえる空き家・空き店舗をどのように活用す
るかを、価値を見出し、事業とつなげた事案を鹿児島県伊佐市より
ご紹介。無いものは造る、欲しいものは造るを形にした事案。ポテン
シャルの原石・手つかずの街をご覧ください。また今後地方でのス
タートアップや起業を計画されている方はぜひお越しください。

伊佐てぃーむ。 （鹿児島県伊佐市）

リノベーション倉庫 （鹿児島県伊佐市大口里1789-1）

団体名

拠点

地方空家
空き店舗の活用

19 Team ISA,
Kagoshima

九州DIYリノベWEEKEND公式WEBにてご案内WEB

配信テーマ 「地方移住は生計が立てられるのか？」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“空家・空店舗リノベ”

のあそび（アウトドア）をテーマに地域づくりを考えようと集まった仲
間で取り組んだのが夕日のきれいな荒尾駅前ビルのリノベ。ここを拠
点に福岡熊本両県にわたる有明地域で活動。アウトドアを軸に既存
の地域活動を巻き込み、駅前から有明海に向け景観を変えられない
か妄想中。

一般社団法人 のあそび labo （熊本県荒尾市）

のあそび lodge （熊本県荒尾市大正町1560-1）

団体名

拠点

14 NOASOBI lodge
[NOASOBI laboratory] ,Arao

のあそび laboFacebook

配信テーマ 「のあそびlodgeの今・昔とこれから」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内 

“ビルリノベ”

「のあそび labo」

アウトドア・リノベーション
プロジェクト

鹿児島県霧島市内で最も過疎化の深刻な中山間地域である横川
町を舞台に、空き家活用・地域資源活用・地元人材育成の３つの
観点を軸に活動。豊富な地域資源（遊休不動産含む）をご紹介しな
がら、国有形文化財の活用構想や自然環境を生かした体験ツアー
構想など、これからのまちづくり事業構想をお伝えします。

大隅横川 （鹿児島県霧島市）

横川kito （鹿児島県霧島市横川町中ノ991-2）

団体名

拠点

20 Ohsumi Yokogawa,
Kirishima

横川kitoFacebook

配信テーマ 決まり次第WEBにてご案内

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

中山間地域の空き家活用
地域資源活用・地元人材育成

古来より貿易で栄えた玉名市高瀬町の中州にそびえ建つ鉄筋コン
クリート造5階建の築古物件を、世界一周を経験したオーナー夫婦
が地域の人達と再生し、2020年5月オープンした「HIKE」。オープン
までの活動、その後のまちの変化、地元食材の地産地消や、地元の
手仕事に注目したショップ『タシュロン』についてご紹介します。

たまなしリノベプロジェクト （熊本県玉名市）

HIKE  （熊本県玉名市秋丸415-2）

団体名

拠点

16 HIKE (Renovation Project of TAMANA),
Tamana

https://hike-tamana.com/WEB

配信テーマ 「廃ビル再生ものがたり　過去から未来へ」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“ビルリノベ”

古民家をリノベした「カフェあゆたり」（2015年7月～）のお客さんが
繋がり、神社を起点にマルシェを開催。ヒトモノコトを紡ぐ団体が生
まれ、コロナ禍においてもまちのプレーヤーが増殖し、妄想から具現
化に動き出す人々が生まれ始めている港町の再生をご紹介します。

ながすヨダレ会＠長洲町 （熊本県玉名郡長洲町）

福島屋／ LILAS／カフェあゆたり
（熊本県玉名郡長洲町大字長洲2505-1）

団体名

拠点

15 NAGASU imagination,
Nagasu “港町リノベ”

まち全体テーマパーク化
リノベ大作戦 ～序章～

港町の昔と今そしてこれから…

九州DIYリノベWEEKEND公式WEBにてご案内WEB

決まり次第WEBにてご案内 

配信テーマ 「港町の昔と今そしてこれから…
まち全体テーマパーク化リノベ大作戦～序章～」

配信日時

誰もが集い“カタル”場所。
「ビル再生プロジェクト」

薩摩半島先端のまちで始まった観光地づくりが商店街空き家再生
に発展。移住者が立ち上げた宿2軒の他、農業観光交流拠点、シェ
アオフィス、シェアハウス等、これまで計10軒の空き家再生を手掛け
る。本年度は空き家再生のノーハウ蓄積と人材育成を目指し「空き
家再生研究所」と名付けた新たな拠点整備に取り組んでいる。

NPO法人頴娃おこそ会 （鹿児島県南九州市）

頴娃町・石垣商店街  （鹿児島県南九州市頴娃町別府358）

団体名

拠点

22 NPO EI OKOSO Association,
Ei

https://ei-okosokai.jimdofree.com/WEB

配信テーマ 「プロと素人の融合。共界線の創造」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“商店街リノベ”

観光と地域を繋ぐ
空き家再生

長野ビンテージビルプロジェクトは、光ハイツを長野のまちを豊かにす
るランドマークへと育てるため、2013年長野の看板屋アドイシグロと
スペースRデザインとのソーシャルビジネス協働プロジェクトとしてス
タート。看板屋のユニークな作業場リノベやトイレリノベなども展開。
長野にもビンテージビル文化と看板屋のアートな役割を創造中。

長野ビンテージビルプロジェクト （長野県長野市）

光ハイツ・柳町ビル  （長野県長野市東鶴賀町30）

団体名

拠点

23 NAGANO Vintage Building Project,
[ AD. ISHIGURO], Nagano

光ハイツ https://ad-ishiguro.com/hikariheights/

柳町ビル https://ad-ishiguro.com/yanagimachi-bldg/

WEB

配信テーマ 「看板屋さんのリノベーション」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“ビルリノベ”

長野ものづくりビル

熊本地震で取り壊しとなったビル跡地に、オーナーが自らソーシャル
コミュニティの場「オモケンパーク」を創り出した取り組みについてご
紹介。また、空き家をサブリースし、宿や民泊として事業化する一連
の住み継ぐ仕組み「スミツグプロジェクト」のもと、次 と々スミツグハ
ウスを生み出している取り組みもご紹介します。

空地空家をそだてるプロジェクト@熊本 （熊本市）

オモケンパーク・スミツグハウス  （熊本県熊本市中央区）

団体名

拠点

17 Placemaking Project of
Vacant lot and Building in Kumamoto

オモケンパーク https://omoken-park.jp/

スミツグハウス https://sumitsugu.house

WEB

配信テーマ 「まちなかの未来と空地空家のそだて方」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“空き家リノベ”

縮小都市のモデル
＠熊本

“中山間エリアリノベ”

鹿児島DIYリノベ実行委員会 （鹿児島県鹿児島市）団体名

拠点

18 KAGOSHIMA DIY Renovation Executive
Committee, Kagoshima

ＤＩＹ鹿児島タウン構想pjFacebook

配信テーマ 「騎射場におけるKISYABASTARの可能性」

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“エリアリノベ”

KISYABASTAR／鹿児島市騎射場 （きしゃば） 
（鹿児島県鹿児島市下荒田3-43-7 コーポ須部1階）

コロナの影響で雑居ビルの空いた１階を活用して、若手の映像ディレク
ター、ネットショップ、謎解き、ファシリテーター、塾講師、不動産屋などの
クリエイターたちが集い、まちの人たちと、プロジェクトや事業を企画する
ような場を誘発するための実験的企画を紹介します

大隅家守舎 （鹿児島県鹿屋市）団体名

拠点

21 Ohsumi Yamorisha Co,.Ltd,
Kanoya

http://ohsumiyamori.com/WEB

配信テーマ 決まり次第WEBにてご案内

配信日時 決まり次第WEBにてご案内

“廃校活用リノベ”

日本一海に近い
小学校の廃校活用

ユクサおおすみ海の学校 （鹿児島県鹿屋市天神町3629-1）

2015年設立、鹿屋市の中心市街地を中心にリノベーションまちづく
りに取り組み、魅力的で人がつながる場をつくり、街の期待値を上げ
ることを目指しています。2016年にブルースタジオと大隅家守舎で
（株）Katasuddeを設立。鹿屋市立菅原小学校跡をリノベーションし
た観光拠点+宿泊施設「ユクサおおすみ海の学校」を運営しています。

築62年を迎えた冷泉荘は、文化人や芸術家などのテナントが集まる「知のサロン」
として博多のまちに親しまれています。築100年のビンテージビルを目指し独自の
進化を遂げた冷泉荘に、これから始まる半年間のWEEKEND参加全23チームが
集結。同日に管理人による初のオンラインツアーも開催します。

これから始まる半年間のWEEKEND参加全23チームが会場とオンラインで集結。
スペシャルゲストとご一緒に、九州のまちについて読み解きます。

配信テーマ

DIYリノベのメッカ
“福岡都市景観賞”のビンテージビル

1

「九州DIYリノベWEEKEND 2020スタートアッププレゼン」  

14：00 ― 15：00 オンライン オフィシャル ツアー
16：00 ― 18：30 「九州DIYリノベWEEKEND 2020スタートアッププレゼン
 ～ 23チーム ノンストップ 怒涛のDIYリノベトーク～」　

配信日時

11月4日（水）

Renovation Museum REIZENSOU
[Space R design, Fukuoka] “最古リノベ”

スペースRデザイン（福岡市）

リノベーションミュージアム 冷泉荘 （福岡市博多区上川端町9-35）

団体名

拠点

地域を発信！
オンラインスタジオ&シェアスペース
「KISYABASTAR」＠騎射場

http://www.reizensou.com/WEB https://www.space-r.net/rent/shintakasagoWEB

配信テーマ 「新高砂マンションの目指す未来
― 清川ロータリープレイスをまちのランドマークに ― 」

配信日時 11月28日（土） 16：00 ― 17：30

DIYリノベで活性化！
糸島・前原商店街

まえばる

https://www.space-r.net/rent/edoyashikiWEB

配信テーマ 「団地の過去と未来
― 若手職人チームがまちを変える時代 ― 」

配信日時 2020年11月21日（土）  16：00 ― 17：30


