
2019.9.28 .29 
会場  万代島多目的広場〈大かま〉

OPEN 10：00～16：00
《入場無料》
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万代島多目的広場【大かま】
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Ｂ2駐車場

まち歩きを通してリノベーションに触れる2日間。

ここは万代島商店街。魅力的な人やモノがあふれる街。

衣食住のお店が並んだ木組みのアーケード街は、

今日も賑わいを見せています。

食べ歩きをしながら街を進んでいくと、小さな雑貨屋さんや

さまざまなものづくりに触れることができるワークショップなど、

そこかしこに楽しい声が聞こえてきます。

街の広場ではアーティストのライブや

リノベーションを知ることができるトークショーも行われます。

そこにはきっと素敵な出会いが。

万代島商店街で、暮らしてみたい街のことや

住まいについて考えてみませんか。
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建築職人集団 新潟八輝会

［主 催］ 
一般社団法人 リノベーション協議会　新潟支部
［協 賛］ 
公益社団法人 新潟県建築士会
［後 援］ 
新潟県　新潟市　一般財団法人 にいがた住宅センター
［お問い合わせ］
事務局：（株）たかだ　TEL.025-388-3355
　　　　新潟市北区木崎802-18
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カーナビ検索｜新潟市中央区万代島4-2｜無料駐車場完備



1983年生まれ。新潟県新潟市西蒲区(旧西蒲原郡)出身。アメリカ発祥のカ
フェ「Tully’s Coffee（タリーズコーヒー）」、新潟のコーヒー卸問屋「鈴木コー
ヒー」などでの経験を経て、コーヒーの素晴らしさを広めるフリーランスに
転身。2人の子どももコーヒー好きという、コーヒー一家の主。米農家であ
りつつ、コーヒーの伝道師として活動し、「お米で命を、コーヒーで豊かさ
を」をテーマに日々、お米とコーヒーの素晴らしさを伝える日々を過ごす。

一般社団法人リノベーション協議会　新潟支部
事務局 ： ㈱たかだ　TEL.025-388-3355

■正会員
青山ホーム㈱　㈲アット・ホーム　伊賀建設㈱　㈱池田組　㈱一木堂　㈱インフィニティー　㈲エリアプランニング　オフィスHanako㈱
川上建築　㈲建築工房クラフト　㈱光英住宅　㈱コバヤシ住クリエイト　信濃土地㈱　㈱清新ハウス　㈱総合住宅システム　ダイエープロビス㈱
㈱大建建設　㈱たかだ　㈱高橋工務店　㈲寺嶋建業　㈱鳥屋野不動産　㈱永井工業　㈱新潟材協　新潟プレハブ工業㈱　㈱沼垂不動産
㈲フォルトーナ　㈱まごころ本舗　㈱マスターマインド　丸運建設㈱　㈱満天 ㈱三井工務店　㈱モリタ装芸　㈱山築　㈱リビングギャラリー

■賛助会員
アイカ工業㈱　朝日ウッドテック㈱　伊藤忠建材㈱　㈱ウッドワン　永大産業㈱　SMB建材㈱　クリナップ㈱　㈱広伸　㈱新創美
住友林業㈱　㈱大光銀行　大建工業㈱　㈱第四銀行　㈱高田デザインスタジオ　タカラスタンダード㈱　トーソー㈱　TOTO㈱
トクラス㈱　新プロ産業㈱　㈱ノダ　パナソニック㈱　フクビ化学工業㈱　㈱北越銀行　丸三製薬バイオテック㈱　㈱LIXIL　YKK　AP㈱

万代島商店街　まち歩きガイド

『中古一戸建てリノベのコツと会社の選び方』セミナー

いわむロック LIVE

アウトドア広場

KID’S DANCE

カプラ広場リノベサロン

28（土）13：30～14：30

　28（土）11：30～
若生ヤスジ（YKJ）

　28（土）15：00～
KAEDE LAPIN

　29（日）11：30～
稲葉一良

　29（日）15：00～
栗田マサハル（Glider）

坂田ミギー×本間智美トークセッション 『人生をリノベーションしてみる』
29（日）13：30～14：30

トークライブ
29（日）12：20～13：00

28（土）10：30～　dance studio Roots

福澤  佳恵
株式会社リクルート住まいカンパニー
SUUMOリフォーム編集長　

キャンピングカー展示｜KATO MOTOR
まき割り体験｜プラウPLOW

2003年にリクルート（現リクルート住まいカンパニー）入社。2013年より現職。
実家がマンションだったため、入社後に注文住宅/リフォームに触れて家の自由さに衝撃を受ける。
築40年のマンション住まいで、水まわりと内装をリフォームした後、より個性を出したいと壁紙をDIY。
「日本の家をより自由に！」がモットー。

松浦  柊太郎  
U・STYLEディレクター
グリーンホームズ住人

鳥屋野潟のほとりのデザイン会社U・STYLEでデザインやプロジェクトの
企画・ディレクションを担当。ローカルマーケット「潟マルシェ」や上越市
安塚区に通って米づくりを行うなど、鳥屋野潟や新潟県内の中山間地域
で地域に関わるプロジェクトも行なっている。新潟市内のソーシャルア
パートメント「グリーンホームズ」では、多様な住人とともに「住むという
営みに、住むこと以上の価値を見い出す暮らし」を実践中。

トークライブ
28（土）12：20～13：00

星野  元樹
ホシノテラス主宰

【坂田ミギー／株式会社こたつ共同CEO】
旅マニア、エッセイスト、クリエイティブディレクター。
福岡県出身。大学時代から世界を旅するバックパッ
カーで、年間100日を旅してすごす旅マニア。広告制
作会社、博報堂ケトルを経て、現職。三十路を超えて
全力で働きつづけるも、過労と失恋で「このままじゃ
死ぬ」と気づき、命からがら世界一周へ。旅を機に立
ち上げたブログ「世界を旅するラブレター」は、世界
一周ブログランキング上位常連の人気ブログに。現
在はキャンピングカーをモバイルオフィス&家として、
日本各地を旅しながら働く日々。書籍『旅がなければ
死んでいた』を今年出版した。

【本間智美／合同会社OBI共同代表】
建築家、プロデューサー、新潟市南区
まちづくりアドバイザー。新潟県出身。
５年前に新潟にUターン。以来、地域の
見えにくくなった文化や建物をアート
の力で掘り起こし、再生・利活用に結ぶ
活動をしている。美術作家の鈴木泰人
とともに、Art unit OBIを結成・法人化
し、美術作品制作、地域アートプロジェ
クト、古民家再生、ホテルや社屋のリノ
ベーションなど、国内外問わず活動の
幅を広げている。

KAPLAⓇブロックを使って、おうちや乗り物、動物などを思い
のままに作っちゃおう。

十人十色のリノベーション実例をプレゼンテーション。さら
に、パネル展示や資料カウンターなど情報充実のコーナー。 協力／（公社）新潟県建築士会

来場記念品プレゼント！！

29（日）10：30～　dance team Hoppies

実例紹介付き！


