第 6 回 福岡 DIY リノベ WEEK 2019

SCHEDULE

第 6 回 福岡 DIY リノベ WEEK 2019
主催：ＮＰＯ法人福岡ビルストック研究会

I Y リノベ を
結
ぶ

ワークショップあり
宿泊ありの

理事長挨拶

GREETINGS FROM THE CHAIRMAN

DIY な 1 週間。
DO IT YOURSELF!!

九州各地の空き家・空きビルにおいて、“Ｄ
Ｉ
Ｙ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”を図る各地の“Ｄ
Ｉ
Ｙリノ

岡県各地のイベント、そして1 ヶ月間の九州各地のイベントです。

の食事や宿巡り、街々の人たちとの出会いから生まれる、魅力的なロー

今年も新たなまちの仲間が加わり、6 年目を迎える
「福岡 DIYリノベ
月9日
（土）
「久留米全員集合シンポジウム」。そこでは、この取り組みを
きっかけに意気投合した、福岡・糸島・熊本・鹿児島の、県や市境を越
えた九州 3 県 14 チームの仲間たちによる活動プレゼン。そして、メイン
回九州“不動産賃貸学”研究会』。

大牟田

人口減少時代の地方都市の活性化に動く、各地のＤ
Ｉ
Ｙリノベのムーブ

We are very happy that you can feel the movement of DIY renovation
toward local town activation in the depopulation society.

メントを感じて頂く機会となれば幸いです。

糸島

SUN

ＮＰＯ法人福岡ビルストック研究会

NPO FUKUOKA BLDGS. STOCK ASSOCIATION

原勝己

Chairman YOSHIHARA KATSUMI

熊本

理事長

最新情報は Facebook ページにて随時更新！

DIY リノベを巡る、

オフィシャルツアー初開催！

―――――――――――――――――――――――――

公式サイト http://diyrweek.npo-fbs.com

――――――――――――――――――――――

ビルストック YouTube チャンネル開設！

福岡 DIY リノベ WEEK 公式サイト

今年の見所、各地の DIY リノベシーンを牽引する人たちのレポートを随時公開

http://diyrweek.npo-fbs.com

九

州

ぶ

11

DIY リノベで活性化！
糸島・前原（まえばる）商店街

商店街
リノベ

ワークショップあり
宿泊ありの

前原もっと楽しもうプロジェクト

団体名

たまなしリノベプロジェクト

拠点

前原商店街 & 旧牧野茶屋（福岡県糸島市）

拠点

HIKE 玉名（熊本県 玉名市）

階建ての築古物件を、世界一周を経験

まち歩きしながらの複数のリノベ物件
の見学と特別の展覧会が楽しめます！

13

11 月7日
（木）／ 17：00 – 24：00

13
14

前原もっと楽しもうプロジェクト

Facebook

鹿児島 DIYリノベ WEEKEND
シンポジウム 2019

シンポ
ジウム

Tel: 090-7067-1177
（佐藤）

前原もっと楽しもうプロジェクト

Think_building_tamana

「観光と地域を繋ぐ空き家再生」

鹿児島 DIYリノベ実行委員会

団体名

NPO 法人頴娃おこそ会

会場

鹿児島県鹿児島市

拠点

鹿児島県南九州市 頴娃町・石垣商店街

KAGOSHIMA DIY Renovation Executive Committee

NPO EI OKOSO Association, Ei
町外来訪者がまばらだった薩摩半島先端

鹿児島で
「DIY」
や
「リノベーション」
を通し

の小さなまちで始まった観光地づくり活動

て、
どのようにして今あるものを活用し、人

が商店街まちづくり活動に発展。築 100 年

が繋がり、地域の期待値が上がり、注目さ

の古民家を再生して誕生した交流拠点「塩

れ、新しい価値観を生み出すのか。DIYリ
ノベで人を巻き込みコミュニティを形成し
ている事例を、魅力あるプレゼンター達の

イベント

鹿児島 DIYリノベ WEEKEND シンポジウム 2019

イベント

11 月23日
（土）／ 19：00 –
【定員】
40 名【会費】1000 円
（軽食付）＋ ワンドリンク

最新情報は Facebook ページにて随時更新！

【対象】DIY、
リノベーション、
コミュニティ、
エリアマネジメント
建築、
デザイン、
まちづくり、
などにご興味ある方どなたでも。

https://www.facebook.com/FUKUOKADIYR/

社会人、大学生、行政の方、大歓迎！

開催場所

ペンギン酒店 ／ 鹿児島市荒田２丁目７６８ さくら咲ビル 1F

お問合せ

Tel: 090-6157- 3508（KISYABAREE：須部）

Facebook

DIY 鹿児島タウン構想 pj

開催場所
宿泊

information

保存版

福岡 DIY リノベ WEEK
2014  2017
アーカイブブック
販売中！
4 年間の活動から見えてきた、
私たちなりの
「ストッ
クビジネス」
「ソーシャルビジネス」
の本質・あり方
をまとめました。
本書を手に取ってくださった皆さん
が、
これをきっかけにより深めてくだされば幸いです。

11 月24日
（日）／ 13：30 – 16：30

石垣商店街・塩や、
鹿児島県南九州市頴娃町別府 358
①「暮らしの宿・福のや、」
https://www.fukunoya-ei.com/
②「ゲストハウス・ふたつや、」
http://okosoco-japan.com/guesthouse-futatsuya/

お問合せ

Tel: 090-4313-8261（加藤）

Facebook

九州 Diyリノベ Month 空き家再生フォーラム

第 1・第 2 吉浦ビル（福岡市城南区）／ 樋井川村

OT

YOSHIURA BLDG.（Hiigawa Village）, Fukuoka

CoRicco （太宰府市）／ CoRicco Project Dazaifu

WS

2020

11.2 MON — 11.8 SUN
（予定）

OT

CoRicco（CoRicco Project Dazaifu）, Dazaifu

Handa apartment （久留米市東櫛原町）／ H&A brothers

WS

OT

Handa apartment（H&A brothers）, Kurume

松葉ビレッジ （久留米市合川町）／ 松葉ビレッジプロジェクト

OT
EVENT

MATSUBA VILLAGE（MATSUBA VILLAGE Project）, Kurume

コーポ江戸屋敷 （久留米市江戸屋敷）／ H&A brothers

スペース R デザイン

EVENT

えほん&スナック うずしお（柳川市京町51）／ 柳川インパクツ

OT

辰巳屋ビル2F（大牟田市本町）／ 大牟田ビンテージビルプロジェクト

OT

Snack bar Uzushio（YANAGAWA IMPACTS）, Yanagawa

TATSUMIYA Building 2F（OMUTA Vintage Buildings Project）
, Omuta

※OT 11 / 3 開催

OT

OT

2020 年 は 11 月 2 日（月）̶ 11 月

OT

“DIY リノベ” 活動が、
どのように

OT

んとの再会を楽しみにしています。

HIKE 玉名（熊本県玉名市）／ たまなしリノベプロジェクト
HIKE TAMANA（Renovation Project of TAMANA）
, Tamana

KAGOSHIMA DIY Renovation Executive Committee, Kagoshima

進化するのか。
また全国のみなさ

（AM）

SEE YOU
NEXT YEAR 2020

OT

（鹿児島市）／
鹿児島 DIYリノベ
実行委員会

/

NPO 法人
福岡ビルストック研究会

OT

Tel: 092-721-5501

11.23 ［SAT］ 19：00 

頴娃町・石垣商店街 （鹿児島県南九州市頴娃町）／ NPO法人頴娃おこそ会

Email: office＠npo-fbs.com
http://www.npo-fbs.com/

11.24 ［SUN］ 10：00  16：30

Ei cho・Ishigaki shopping street（NPO EI OKOSO Association）
, Ei

主催

OT
EVENT EVENT EVENT
EVENT

11.17 ［SUN］ 10：00  18：00

鹿児島 DIYリノベWEEKEND シンポジウム 2019

8日
（日）
に開催予定！九州各地の

WS
WS
OT
EVENT EVENT EVENT

EVENT EVENT EVENT

Former Makino tea salon（Enjoy MAEBARU Project）
, Itoshima

（AM）

（AM）

OT

CORPO EDOYASHIKI apartment（H&A brothers Space R design）,Kurume

旧牧野茶屋 （糸島市前原中央）／ 前原もっと楽しもうプロジェクト

̶

/

OT

H&A
brothers

吉浦ビル

（福岡市）

（福岡市）

（久留米市）

大牟田ビンテージのまち
NPO 法人
株式会社
八女空き家スイッチ
（大牟田市）

（八女市）

柳川インパクツ
（柳川市）

2014 年（開始年）− 2017 年で
まちに与えた影響

活用した
遊休不動産

29

4

4

12

3

4

遊休不動産をまちの景観やまちの拠点として

起業者

34

17

4

9

14

4

新規雇用者

–

13

1

21

–

–

移住者（組）

多数

1

9

4

–

4

設立した民間
まちづくり組織

1

4

2

1

1

2

場の情報交換をしながら、
それぞれの地域に
リノベ」
を実践した結果、各まちの背景・特
徴を活かした独自の成果を生み出しています。

上記団体のプロフィール

や、」
を皮切りに 9 軒が再生。石垣商店街の

（日）／ 10：00 – 12：00
「まち歩きツアー」11 月24日
「DIYリノベ空き家再生フォーラム」

OT

SANNO apartment（Space R design）, Fukuoka

による。
き家スイッチ」
と「柳川インパクツ」
は、チームからの報告（2019 年 8 月）

まち歩きとあわせ、観光スポットに進化した
番所鼻公園や釜蓋神社も巡ってみて下さい。

語りとクロストークで紐解きます。

山王マンション （福岡市博多区）／ スペース R デザイン

（JR 鹿児島本線 玉名駅より車で約 3 分、徒歩約 17 分）

Facebook

古民家
リノベ

OT
EVENT EVENT EVENT
EVENT

出典：書籍「福岡 DIYリノベ WEEK 2014 – 2017」
より。
「NPO 法人八女空

HIKE 玉名 ／ 熊本県玉名市秋丸 415-2
（九州新幹線 新玉名駅より車で約 5 分）

お問合せ

14

次回予告

おいて手探りで地域・社会を巻き込み
「DIY

（日）／ 10：00 – 12：00
「DIY ワークショップ」 11月17日

糸島ゲストハウス 前原宿ことのは
（要予約）
https://itoshima-guesthouse.com/

団体名

2019

開催場所

Tel: 090-7291-0767（野北）Email: maetano.pro＠gmail.com

宿泊

13

イベント

※詳細は FB にて告知

前原商店街 & 旧牧野茶屋 ／ 福岡県糸島市前原中央 3-8-27

EVENT

するはず、
という想いのもと、互いに勉強し現

（日）／ 15：00 – 18：00
「OPEN! 直前の内覧会」11月17日

開催場所

新高砂マンション （福岡市中央区）／ スペース R デザイン

SHINTAKASAGO apartment（Space R design）, Fukuoka

います。沢山の人々が集う場を目指し、

きる内覧会を実施いたします。

※随時、公式 FB にイベント情報追加予定

お問合せ

̶

OT
OT
EVENT
EVENT EVENT EVENT
EVENT
EVENT

熟成させたい、
それがまちの活性化にも寄与

中です。
オープン間近の建物を見学で

「前原の今 展覧会」＠旧牧野茶屋
飲み歩きイベント
「マエバルウォーク Vol.3」＠前原商店街

SUN

EVENT

したオーナー夫婦が、再生しようとして
ゲストハウスの開業に向けて工事進行

11 月4日
（日）― 11 月10日
（日）／ 12：00 – 17：00

さぁ、MAP を開いて
DIY リノベの旅へ！

12

SAT

PREVIEW OF NEXT
FUKUOKA DIY
RENOVATION WEEK
2020

古来より貿易で栄えた玉名市高瀬町の

今、DIYリノベによって一気に活性化！

イベント

公式サイト http://diyrweek.npo-fbs.com

11

FRI

10

冷泉荘 （福岡市博多区）／ スペース R デザイン

福岡 DIY リノベ WEEK

中洲にそびえ建つ鉄筋コンクリート造 5

和の繁栄→平成の衰退を経て、令和の

12

DO IT YOURSELF!!

――――――――――――――――――――――

10

THU

9

16：00
 18：30

スペース R デザイン

Renovation Project of TAMANA, Tamana

市の「前 原 (まえばる) 商 店 街 」は、昭

DIY な 1 ヶ月。

―――――――――――――――――――――――――

9

WED

8

11.9 ［SAT］ 14：00 − 18：30

福岡 DIYリノベ WEEK チーム スタートアップ プレゼン !

リノベーションミュージアム

7

ビル
リノベ

人が集う場所を玉名に !
「ビル再生プロジェクト」

団体名

Enjoy MAEBARU Project, Itoshima

TUE

6

FUKUOKA DIY RENOVATION WEEK − SINCE 2014

12

江戸時代の宿場町に起源を持つ、
糸島

11.4 MON — 11.24 SUN

7

14

11

I Y リノベ を
のD
結

鹿児島

https://www.facebook.com/FUKUOKADIYR/

5

8
柳川

11.10

And, the main event is “The 1st Workshop of Kyusyu Immovable-property
Academy”. This is the most advanced workshop for studies of leasehold
properties. Researchers from Universities in Kyusyu area will report their
research.

イベントには九州の大学や研究者より最先端の賃貸研究報告会『第一

2

6
久留米

WEEK 2019」、3 年目の
「九州 DIYリノベ MONTH 2019」
の目玉は、11

MON

Renovation Museum REIZENSOU（Space R design）, Fukuoka

4

This is the sixth year of our event, and we have new companies to
join.The highlight of the FUKUOKA DIY RENOVATION WEEK 2019 is
“the Kurume Symposium of all companies” held on November 9 (Sat.).
In this symposium, companies from 3 prefectures of Kyushu (Fukuoka,
Kumamoto and Kagoshima) and Itoshima area motivated and
reciprocated by “Town Activation” efforts of each other will make
presentations of their activities.

カルスポットを発見する旅となることでしょう。

… 見学期間

久留米全員集合シンポジウム 2019

リノベーションミュージアム

3

太宰府

ベエリアを中心に、そこでしか体感できないまちの変化、地元ならでは

11.4

A

1

In these events, various groups engaging in the renovation activity in
each area will great and guide you. Youʼ ll have unique experiences in
each area; realize town-changing, enjoy local foods and houserooms, and
ﬁnd various charming local spots.

期間中は、各地で活動する団体が、訪れた皆さんをお出迎え。Ｄ
Ｉ
Ｙリノ

OT … オフィシャルツアー

KURUME DIY Renovation Executive Committee

福岡市

合言葉に、その魅力を全国の人たちに体験いただけるのが、
１週間の福

EVENT …イベント

5

FUKUOKA DIY RENOVATION WEEK START-UP PRESENTATION （冷泉荘）

While the event (one-week event in Fukuoka prefecture and one-month
event in Kyusyu area), you can experience “favorite life is created by
oneself; favorite town is also created by oneself” (our slogan!) with us.

「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

2019

B

In Kyushu 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.

ベ”活動が、いま、まち中で同時多発的に起こり始めています。

MON —

ピックアップイベント

福

D
の
岡

WS … ワークショップ

11.4

スケジュール

価格

1,000 円 + 税 （売上は NPO 活動に有効活用させて頂きます）

サイズ

A5 版／ 60 頁

発行

NPO 法人福岡ビルストック研究会

ご購入・書籍に関するお問い合わせは
スペース R デザイン公式 HP

書籍紹介ページよりお問い合せ下さい。

株式会社スペース R デザイン
（福岡市）

有限会社吉浦ビル
（福岡市）

合同会社 H&A brothers
（久留米市）

福岡市の老舗賃貸ビル経営の𠮷原住宅有限会社から、不動産コ

祖父から家業の不動産会社、吉浦ビルを受け継いだ代表吉浦氏

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」

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

が、所有賃貸物件を
「入居者自身が部屋をリノベーションできる賃

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

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

貸ビル」
として再生。2015 年には地域交流と活性化に取り組むべ

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

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

く
（株）樋井川村を設立。同年、商店街の空き物件を活用した地域

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

企画、設計・デザイン、工事、
プロモーション、不動産仲介、不動

交流スペース
「樋井川テラス」
もオープンさせた。

がら、
エリア価値の向上に結びつけようとしている。

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。

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

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

大牟田ビンテージのまち株式会社

NPO 法人八女空き家スイッチ

柳川インパクツ
2015 年に誕生した柳川商店街内の創業支援施設「KATARO base

（大牟田市）

（八女市）

H&A Apartment

（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

八女市内の昭和初期建築の保存と活用を目的として 2003 年に設

を母 体に、2014 年 設 立。地 域の清 掃ボランティア、NPO 法 人グ

立。重要伝統的建造物群保存地区にある旧八女郡役所や、市内

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

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

の遊休不動産の再生と活用に取り組む。伝建地区の課題である空

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

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

き家の活用に積極的に関わり、地域の他団体や行政と協力しなが

コミュニティ再生に取り組む。

ら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。

大牟田ビンテージのまち株式会社

http://gunyakusyo.com/

https://www.space-r.net/publications/weekarchives
NPO FUKUOKA BLDG. STOCK CORPORATION

徴。今年は
『KATARO base 32』
『スナックうずしお』
『ルロンポワン』
『Food Laboratory Yanagawa』
『ALMONDE』
がリノベ WEEK に参加。

同時多発的 Diyリノベ in 柳川

4
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宿泊

築古
リノベ

DIYリノベのメッカ
“福岡都市景観賞”のビンテージビル
団体名

スペースR デザイン

拠点

リノベーションミュージアム

築 61 年を迎えた冷泉荘は、大人の

2
リノベーションミュージアム
新高砂マンション

ティブなテナントが集まる博 多の
「知のサロン」
として親しまれていま
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。
WEEK 中イベント全体の“案内所”と

団体名

団体名

スペースR デザイン

拠点

リノベーションミュージアム

楽しみ方をご紹介します。

「冷泉荘案内ツアー！」
管理人の都合が合えば冷泉荘全体のご案内ツアーも随時開催します。

化、若者が住まない街に…。
そこに突如、賃

住宅と数カ所お店があるエリアです。未

貸でありながらスケルトン状態からDIY カ

活用物件をオーナーと職人、入居者、地

スタマイズ出来るビルが登場すると、一気

域の人と一緒にDIYリノベを行い、今年

に若いクリエイターや、
アーティストが住む

の 1 月末にオープンしたカフェ＆ショップ

マンションになりました。
それを発端に、多

です。現在は 3 者で共同運営。太宰府か

世代交流スペース
「樋井川テラス」
もでき、

ら発信することをテーマに活動していま

人が集まる“場”が広がりつつあります。

す。令和ゆかりの地ツアーも開催予定。

開催場所

第 1・第 2 吉浦ビル ／ 福岡市城南区樋井川 2-2-5

開催場所
宿泊

ゲストハウス 阿蘇び心 福岡太宰府店（要予約）

WEB

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

お問合せ

Tel: 092-923-0327 ／ Email: coricco.dazaifu＠gmail.com

WEB

https://coricco-dazaifu.com/

福岡賃貸リノベのパイオニア
団体名

スペースR デザイン

拠点

など常に先進的な取り組みを続けるリノベーショ

ア、
山王マンション。古さを活かしな

ンミュージアム新高砂マンション。新テナントも

がら進化を続ける山王マンションの

入居し、
さらに賑わいを増す 1F テナントスペース

「今」
をご覧ください。WEEK 期間中

でスペース R デザインによるリノベーションの遍

に
「既 存 部 屋 再 生 PJ」
として DIY

歴をパネル展でご紹介します。入居テナントと一

ワークショップを開催予定です。

H&A brothers

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

イベント

イベント

「タイムスリップリノベーション feat. 清川ロータリープレイス」

開催場所

開催場所

清川ロータリープレイス ／ 福岡市中央区清川 2-4-29 新高砂マンション1 階
（地下鉄「渡辺通」駅より徒歩 5 分）

WEB

http://www.reizensou.com/

WEB

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

WEB

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

イベント

D

D

PICK UP EVENTS!

見学期間

オフィシャルツアー（有料）

B

11 . 9 ［SAT］ 14：00 − 18：30

18：30

久留米全員集合シンポジウム 2019
6 年目を迎えた
「福岡 DIYリノベWEEK」
、3 年目の
「九州
DIYリノベMONTH」
。
九州をベースに、
各県の報告から活

《特別企画》

動の本質を紐解きます。
本年は特別企画
「九州“不動産賃

九州 不動産賃貸学 研究会による

貸学”研究会」
による大学と研究者からの研究発表も同時

研究発表も同時開催 !

開催いたします。
不動産賃貸に関わる人々が繋がり、
新た
な動きに発展する開かれた場になることを願っております。

m
is
ur
to

WEEK 期間中、福岡県各地の DIYリノベの拠
点を巡るツアーを開催！各地のイベントを軸
に、期間中 DIYリノベ拠点を余すところなく見

WEEK の全体像がわかります。

会場

11 月9日
（土）／ 14：00 – 18：30（その後懇親会を予定）
「くるめりあARK」
（福岡県久留米市六ツ門町 3-11 くるめりあ六ツ門 3F）

スケジュール
日時
会場

11 月5日
（火）／ 16：00 – 18：30
リノベーションミュージアム
冷泉荘

参加費

1,000 円

主催

福岡県中小企業家同友会
ソーシャルビジネス委員会

申込み・
お問合せ

Tel: 092-721-5501
Email: office＠npo-fbs.com
（福岡ビルストック研究会事務局）

13：30 – 受付開始 ／ 14：00 – 開演
◆ 14：15 – 15：45（90 分）

「九州 DIYリノベ MONTH 2019」14チームプレゼン
◆ 16：00 – 18：00（120 分）

「大学研究より、未来のまちのためのクリエイティブ不動産学を学ぶ」
（第 1 回「九州“不動産賃貸学”研究会」
研究発表会）

第 1 回「九州 不動産賃貸学 研究会」研究発表会開催
（開催日時、会場は左記をご覧ください）

空き家・空きビル問題の深刻化に対して、不動産賃貸にはその問
題解決を図り建物と地域の価値を同時に高める大きな可能性が
あります。
九州圏には不動産賃貸に関わる実践的な研究者と先駆
的な事業者が揃っているものの両者の連携は限定的であり、
また
両者を繋ぐ学問は体系化されていないのが現状です。
そこで、研
究者・事業者間のネットワークづくりと不動産賃貸学の確立を目
指して
「九州“不動産賃貸学”研究会」
を発足しました。
その初めて
の研究発表会を11/9（土）
に開催します。
ぜひご参加ください。
［ 発起人］

参加費

1,000 円

信濃 康博 （九州産業大学 建築都市工学部 住居・インテリア学科 准教授）

申込み

WEEK 公式サイト http://diyrweek.npo-fbs.com

西野 雄一郎（福岡大学 工学部 建築学科 助教）

NPO 法人福岡ビルストック研究会（092-721-5501）

𠮷原 勝己 （NPO 法人 福岡ビルストック研究会）

お問合せ

3 日（日）››

糸島前原 （所要時間：午後）

「宿場町のサンセバスチャン構想」

4 日（月祝）››

大牟田 ・ 柳川 ・ 久留米（所要時間：1 日）

「筑後エリア 1 日満喫」

5 日（火）››

福岡市内 （所要時間：1 日）

「福岡市内 1 日満喫 + スタートアッププレゼン」

6 日（水）››

見所、楽しみどころをご紹介します。
開催日時

11 月8日
（金）※時間は決まり次第 FB にて告知

見学期間

4

11 月6日
（水）― 11 月8日
（金）／ 11：00 – 16：00
11 月9日
（土）／ 10：00 – 12：00
11 月10日
（日）／ 10：00 – 16：00

開催場所

EVENT

5

兄弟
リノベ

コーポ江戸屋敷 ／ 久留米市江戸屋敷 1-7

お問合せ

Tel: 092-720-2122

WEB

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

9

柳川インパクツ

拠点

通 年 視 察ツアー（有料）
m
is
ur
to

イベント期間外にも各地での取り組みにつ
いてお話しを聞きたい方は、視察ツアーを
行っている下記チームにお問合せください。

太宰府 ・ 柳川（所要時間：1 日）

「太宰府朝拝体験からのまち歩き +
柳川景観のまちの DIY 拠点めぐり」

7 日（木）››

福岡市内 ・糸島前原（所要時間：午後）

8 日（金）››

柳川 ・ 大牟田（所要時間：午後）

「冷泉荘 + 前原商店街飲み学び」
「シンポジウム前日ツアー」

9 日（土）››

久留米 （所要時間：1 日）

「久留米注目プロジェクト + シンポジウム」
申込み
お問合せ

福岡 DIYリノベ WEEK 公式サイト
http://diyrweek.npo-fbs.com
Tel: 092-721-5501 Email: office＠npo-fbs.com
（福岡ビルストック研究会事務局）

スペース R デザイン（福岡市）

7

えほん & スナック うずしお

西鉄久留米駅のひとつ隣の櫛原駅前に

団体名

ある
「マチとつながる賃貸アパート」。地元

Snack bar Uzushio（YANAGAWA IMPACTS）, Yanagawa
掘割のまち柳川では、DIYリノベが同時多
発的に大量発生中。特に女性リノベーズ
の 活 躍 がめざましい！ 茶 舗→コラボ
レーションスペース、蔵→ケーキ屋、釣具
屋→スナック＆ゲストハウス、寿司屋→水
引ショップ、住宅→カフェ、住宅→スイー

6

ツ工房など、
バリエーション豊富な柳川リ
ノベをお楽しみください。

7
見学期間

8

11 月3日
（日）― 11 月10日
（日）
※ 各施設ごとに見学時間が異なります
（FB にてお知らせ）

B

半田ビル ／ 久留米市東櫛原町 2035
（西鉄櫛原駅より徒歩 30 秒）
Tel: 090-4355-9423（H&A brothers 半田）

Facebook

エリア
リノベ

同時多発的
DIY リノベ in 柳川

Handa apartment

Email: handabrothers.jp＠gmail.com

て回ろう！詳細・お申込みは公式サイトから。

どなたでも参 加 可 能。DIYリノベ

イベント

11 月 6 日
（水）― 11 月 10 日
（日）／ 11：00 – 17：00

開催場所

D I Y リノベを学べるイベント盛りだくさん！

IY MAP

［ TUE ］

ムが一堂に揃い、各地で準備した

ベーション部屋が誕生しています。

「ガーデンファニチャー作りワークショップ」 11月7日
（木）／ 13：00 – 15：00

お問合せ

これから始まる1 週間の参加チー

アオフィス
「Base」
などユニークなリノ

※ 9 日（土）は 9：30 – 12：00 ／ 10 日（日）は 10：00 – 16：00

Tel: 092-720-2122

START-UP PRESENTATION

年よりH&A brothers による
「ほとめき」
をテーマにした部屋をはじめ、職人シェ

パートの敷地や駅前の空スペースを使っ

（西鉄バス
「山王 1 丁目」
より徒歩 4 分）

お問合せ

参加チーム
スタートアッププレゼン

ザインに取り組んでいます。
また 2016

の 交 流 の 場となっています。年 2 回、
ア

山王マンション／ 福岡市博多区博多駅南 4-19-5

Tel: 092-720-2122

福岡 DIYリノベ WEEK 2019

CORPO EDOYASHIKI apartment（H&A brothers × Space R design）, Kurume

地内もまるごと使いこなせるような住ま

11月6日
（水）
／ 10：00 – 15：00

お問合せ

16：00

宿泊可能

いを目指し、長期的なランドスケープデ

「山王マンション既存部屋再生 PJ DIY ワークショップ」

冷泉荘

−

コーポ江戸屋敷

て櫛原駅前マーケットを開催しています。

Facebook

11.5

拠点

敷地を活かし、部屋の中だけでなく敷

成し 1 階の店舗化計画が進行中。

【宿泊予約】092-985-4562（冷泉荘事務局）

IY MAP

イベント開催

は、入居者さん同士だけでなく地域住人

緒に行う
「空間デザイン」
も要チェックです！

11 月 4 日
（月）― 11 月 8 日
（金）／ 10：00 – 17：00

Tel: 092-985-4562

宿泊

H&A brothers

今年はアパート前面にウッドデッキが完

（地下鉄「中洲川端」駅より徒歩 4 分）

お問合せ

団体名

の兄弟大家が運営する菜園付きアパート

11 月4日
（日）― 11 月10日
（日）／ 11：00 – 16：00

開催場所

A

拠点

スペースR デザイン

ワークショップ開催

Handa apartment（H&A brothers）, Kurume

築 50 年を越えるビンテージマン
ションである賃貸リノベのパイオニ

WS

団体名

団地
リノベ

（西鉄バス
「江戸屋敷」停より徒歩 5 分）

久留米 DIY ガーデンアパート
＠西鉄櫛原駅

SANNO apartment（Space R design）, Fukuoka

職人と入居者の二人三脚で作り上げた DIY 部屋

気軽に冷泉荘 A12 号 冷泉荘事務局
（092-985-4562）
までご相談ください。

6

山王マンション

宿泊

CoRicco ／ 福岡県太宰府市宰府 4-2-46
（太宰府駅から国博通りを徒歩５分）

Tel: 090-3012-2839（吉浦ビル／吉浦）

最長
リノベ

EVENT

エリアマップ

EVENT

団地魅力化計画＠江戸屋敷

11 月5日
（火）― 11 月9日
（土）※ 詳細は決まり次第 FB にて告知

お問合せ

WS

WS

久留米市 / 柳川市 / 大牟田市

満宮から徒歩 3 分の近さながら、閑静な

8

FUKUOKA / DAZAIFU
KURUME / YANAGAWA / OMUTA
AREA MAP
福岡市 / 太宰府市

CoRicco

CoRicco は、多くの人で賑わう太宰府天

（西鉄バス
「長丘五丁目」
バス停 徒歩 4 分）

新高砂マンション

拠点

福岡市郊外の住宅地。
かつてのベッドタウ

見学期間

SHINTAKASAGO apartment（Space R design）, Fukuoka

して、管理人“サンダー”が WEEK の

CoRicco Project Dazaifu

CoRicco（CoRicco Project Dazaifu）, Dazaifu

11 月6日
（木）― 11 月8日
（金）／ 10：00 – 17：00

公団
リノベ

太宰府
リノベ

ンだった街も、高齢化が進み、建物も老朽

3

EVENT

文化人や芸術家といったクリエイ

見学期間

第1・第 2 吉浦ビル

見学期間

3

冷泉荘

Renovation Museum REIZENSOU（Space R design）, Fukuoka

イベント

拠点

SUN

EVENT

宿泊

＠裏太宰府

YOSHIURA BLDG.（Hiigawa Village）, Fukuoka

マップを持って福岡各地の
DIY リノベを巡ろう！

1

樋井川村

団体名

福岡市 エリアマップ

MON

5

樋井川 Creators Apartment

FUKUOKA CITY
AREA MAP

2019.11.4

セルフ
リノベ

開催場所

えほん & スナックうずしお ／ 柳川市京町 51（西鉄柳川駅から徒歩11分）

お問合せ

Email: abe.akihiko＠chiikiokoshi.jp

Facebook

同時多発的 Diyリノベ in 柳川

H&A Apartment

EVENT

大切な着物のように
「仕立て直す」
築古家屋

10
戸建
リノベ

WS

EVENT

商店街
リノベ

DIYリノベシティ ― OMUTA 構想―

9

団体名

大牟田ビンテージビル プロジェクト
辰巳屋ビル 2F

「再生不動産視察プログラム」

団体名

松葉ビレッジ プロジェクト

拠点

視察詳細 ／ お問合せ先：
「スペースR デザイン」HP【視察プログラムページ】
https://www.space-r.net/tour

拠点

松葉ビレッジ＠久留米（松葉荘 + 松葉ハウス+ 離れ）

TATSUMIYA Building 2F（OMUTA Vintage Buildings Project）, Omuta

MATSUBA VILLAGE（MATSUBA VILLAGE Project）, Kurume

糸島前原（糸島市）

「親から譲り受けた着物のように、味わいと

「前原商店街 DIY リノベーションツアー」

スで一体的に再生中。心強い仲間たち、久
留米の職人チーム voiceと連携してコミュ

CoRicco Project Dazaifu（大宰府）

空き店 舗や屋 上の活用、街の清 掃 活

10

動、商店街再生事業と、街に拡大中。

ニティー作りに取り組んでいます。

「太宰府 DIY リノベ＆まち歩きツアー」

イベント
見学期間

（希望日時、代表者氏名、代表者連絡先、参加人数をお知らせ下さい）

視察詳細 ／ お問合せ先：
NPO 法人頴娃おこそ会 HP【視察申込ページ】
https: //ei-okosokai.jimdo.com/ 視察見学 /
もしくは 090-4313-8261（加藤 携帯）
より

ション 1 室から始まったプロジェクトは、

AP・と庭を
『松葉ビレッジ』
として DIY ベー

（希望日時、代表者氏名、代表者連絡先、参加人数をお知らせ下さい）

「石垣商店街まちづくり& 空き家再生視察プログラム」

と変 貌しつつあります。築 40 年のマン

トに、先 代から引き継いだ築 古の戸 建・

https://itoshima-guesthouse.com/maebarutour/

NPO 法人頴娃おこそ会（頴娃町）

用し、味わい深い“ビンテージのまち”へ

温もりのある家に仕立て直す」
をコンセプ

視察詳細 ／ お問合せ先：
「前原宿ことのは」HP【お問合せフォーム】

視察詳細 ／ お問合せ先：
「コリッコ太宰府」HP【お問合せフォーム】
https://coricco-dazaifu.com/contact/

炭鉱の街として栄えた大牟田、現在で
は昔の遺構を残しつつ、DIYリノベを活

11 月6日
（水）・7日
（木）
／ 15：00 – 17：00（DIY or まち歩き）

11 月 6 日
（水）― 11 月 8 日
（金）／ 11：00 – 17：00

11 月8日
（金）
／ 15：00 – 17：00（まち歩き）

※ 9 日（土）は 9：30 – 12：00 ／ 10 日（日）は 10：00 – 16：00

イベント

開催場所

「不摂生ツアー
（大牟田リノベ物件を巡るはしご酒）」※要予約

「ワンオペ女子会」 11 月 4 日
（月）／ 16：00 – 18：00
松葉ビレッジ ／ 久留米市合川町 2088-1（スポーツガーデン裏）
（西鉄バス
「石橋文化センター前」
より徒歩 5 分 ）
（西鉄久留米駅より徒歩 14 分 ）

お問合せ

Tel: 080-1545-5000

Facebook

松葉ビレッジ

「ＤＩ
Ｙワークショップ or ビンテージビルまち歩き」

11 月8日
（金）／ 18：00 –

開催場所

辰巳屋ビル 2F ／ 大牟田市本町 1-2-13 辰巳屋ビル 2F
（西鉄
「新栄町駅」
より徒歩 7 分／ 西鉄・JR
「大牟田駅」
より徒歩 12 分）

お問合せ

Tel: 090-1166-8887
（大牟田ビンテージのまち株式会社・冨山）

Facebook

大牟田ビンテージのまち株式会社

