大阪の住まい活性化フォーラム／（一社）リノベーション住宅推進協議会 主催

大阪の住まい活性化 第１回シンポジウム

自分らしい住まい方を
見つけよう。
RENOVATION EXPO JAPAN 2013 関西
オープニングイベント

シ ン ポ ジ ウ ム

ちゃんと住まい
−自分軸で編集する住まい選び−

2013.9.14 (土)

開場 9 : 40-／シンポジウム 10 : 00-11 : 45

大阪市北区中之島1-1-27 TEL:06-6208-2002

御
堂 大阪市役所
筋

大阪市中央公会堂3階 中集会室
参加費無料／事前申込制
定員200名(先着順)
万丈

★

なにわ橋駅

北浜駅

map

地下鉄御堂筋線／京阪電鉄「淀屋橋」駅下車 ①番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線／京阪電鉄「北浜」駅下車 ㉒号出口から徒歩約6分
京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅下車 ①番出口から徒歩約1分

当日のプログラム

／HOMEʼS総研 所長

9：40／ 開場
10：00／ 開会の挨拶
10：10／ イントロダクション(主旨説明,自己紹介)
10：35／ パネルディスカッション
「ちゃんと住まい
-自分軸で編集する住まい選び-」
閉会
11：45／

パ ネ リ ス ト
伊丹
大島
小池
久田

大阪市中央公会堂

土佐堀通

淀屋橋駅

コーディネーター
島原

府立中之島
図書館

絵美子／大阪大学大学院 工学研究科 特任研究員
芳彦 ／株式会社ブルースタジオ 専務取締役
志保子／大阪市立大学大学院 生活科学研究科 准教授
カズオ／９株式会社 代表取締役

問合わせ先：大阪の住まい活性化フォーラム事務局／06-6210-9707（大阪府住宅まちづくり部居住企画課）
申込み方法：下記のいずれかから、９月１３日（金）１７：００ までにお申込みください。
①大阪の住まい活性化フォーラムHP（http://osaka-sumai-refo.com/）内の申込みフォームにてお申込み
②下記空欄にご記入の上、大阪の住まい活性化フォーラム事務局へファックス（06-6210-9712）にてお申込み
参加者名
(代表者)
参加人数
メールアドレス

人

電話番号
事業者の方は
会社名

Facebook はじめました！

大阪の住まい活性化フォーラム 06-6210-9707

いいねをクリックしてね！

リノベーション住宅推進協議会 03-3486-2510

コーディネーター／パネリスト
中古住宅をリフォーム・リノベーションするこ
とで、日々新たなライフスタイルを提案し続け
る研究者や事業者たちが、消費者の観点で、
「自分らしく住まうことの良さや価値」につい
て、熱く、ディスカッションします。
シンポジウムへの参加をきっかけに、「自分ら
しい住まい方」について考えてみませんか。
２

パネリスト

伊丹

シンポジウムでは、５人の研究者や事業者たちが、自分らしく住まう
ことの良さや価値について、熱いディスカッションを展開します。

１

島原 万丈 ／ manjo shimahara

HOMEʼS総研 所長
株式会社リクルート入社以降、リクルートグループ内外のクライ
アント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略の
プランニングに携わる。結婚情報誌「ゼクシィ」シリーズのマーケ
ティング担当を経て、2005年よりリクルート住宅総研。2013年3月
リクルートを退社後、同年7月に現職に就任。

３

絵美子 ／ emiko itami

コーディネーター

パネリスト

大島 芳彦 ／ yoshihiko oshima

大阪大学大学院 工学研究科 特任研究員

株式会社ブルースタジオ 専務取締役／(一社)リノベーション住宅推進協議会 副会長

大阪大学大学院修了後、積水ハウス、Habitat for Humanity
International、香川大学を経て、現職。住まいづくりについて、
住まい手の目線で事業者との関係やNPOなどを研究。自宅として
築42年の中古戸建住宅を購入し、耐震・断熱改修を含む大規模リ
フォームを実施。現在もDIYによる施工中。

武蔵野美術大学卒業後、石本建築事務所を経てブルースタジオ一
級建築士事務所取締役就任。2005年に㈲ホワイトスタジオ設立、代
表取締役就任。建築家、不動産コンサ ルタントとして、自由かつ斬
新な建築作品を多数手がける。特にコンバージョン・リノベーショ
ンにおいては、グッドデザイン賞を受賞するなど高い実績を誇る。

４

パネリスト

５

小池 志保子 ／ shihoko koike

パネリスト

久田

カズオ ／ kazuo hisada

大阪市立大学大学院 生活科学研究科 准教授

９株式会社 代表取締役／(一社)リノベーション住宅推進協議会 関西 副部会長

ウズラボを共同設立し、建築ストックの再生デザインを手掛け
る。ホルシムアワードなどを受賞。2006年より大阪市立大学に
て、大阪長屋の再生に関わり、芦原義信賞、グッドデザイン賞サ
ステナブルデザイン賞ほかを受賞。その成果をプロジェクトメン
バーと共に『いきている長屋』(OMUP出版）にまとめている。

コムデギャルソンに憧れ、ファッションを仕事とするが、才能の
かけらもないことに気づき挫折。現場作業アルバイトから大工とな
る。2001年に自宅マンションをセルフリノベーション。その後、
200件以上のリノベーションに関わる。前衛で、素朴、純粋なデザ
インを追及している。
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9.14(土)-9.16(月)

RENOVATION EXPO JAPAN 2013 関西

関西でリノベーションを手掛ける人や会社が
一堂に会する「リノベーションエキスポ」を
開催します。
主催／(一社)リノベーション住宅推進協議会
場所／芝川ビル（大阪市中央区伏見町3-3-3）
問合せ先／(一社)リノベーション住宅推進協議会
tel： 03-3486-2510
HP／www.renovation.or.jp/expo2013/kansai

9月１４日〜１６日の３日間は、シンポジウム以外にもリフォーム・リノ
ベーションに関するイベントがたくさんあります。ぜひお越しください！

２

9.14(土)-9.16(月) 10:30am-5:00pm

renovation R.504

内覧会

中古マンションをリノベーションしたSOHO兼住宅を公
開します。事前予約制。メールにてお申込みください。
主催／sixth studio 一級建築士事務所 スタジオロク
場所／大阪市都島区
問合せ先／sixth studio 一級建築士事務所 スタジオロク
tel:06-6921-7891
E-mail：info@studio6th.com
HP／http://studio6th.com
「大阪の住まい力アップ：第1回リフォーム・リノベーションコンクール」マンション部門優秀賞受賞

３

9.14(土) 1:00pm-5:00pm

9.15(日)10:00am-5:00pm

巨大地震に備えて 耐震シェルター見学会

戦前に建てられた長屋の一部屋に設置した木
製の耐震シェルターを公開します。
主催／ＮＰＯ法人住宅長期保証支援センター
大長ハウス㈱
場所／大阪市阿倍野区
問合せ先／大長ハウス㈱ tel：06-6628-0171
E-mail：hzd00372@nifty.com
HP／http://www.daichou-house.com/

「大阪の住まい力アップ：第1回リフォーム・リノベーションコンクール」特別賞受賞

9.15(日)
４
５

戸建住宅大規模リフォーム事例見学会

大規模リフォームした住居を公開します。
詳細は、田原建設HPをご確認ください。
主催／(一社)関西建築業協議会
田原建設㈱
場所／大阪府枚方市
問合せ先／田原建設株式会社
tel：072-851-7500
HP／http://www.tahara-k.jp/

４

9.14(土) 3:00pm-6:00pm

オープンナガヤ大阪2013プレイベント

大阪長屋をリノベーションした賃貸住居「豊
崎長屋」の１軒を公開します。事前予約制。
メールにてお申込みください。
主催／オープンナガヤ大阪2013実行委員会
場所／大阪市北区周辺
問合せ先／オープンナガヤ大阪2013実行委員会
E-mail：nagaya.tklab@gmail.com
HP／http://www.facebook.com/opennagaya

６

9.15(日) 1:00pm-5:00pm

‐住之江の元長屋‐見学会

築74年の元長屋に光と風を導くリノベーション。事前予約
制。メールかファックスにてお申込みください。定員20名
主催／一級建築士事務所 アトリエｍ
場所／大阪市住之江区
問合せ先／一級建築士事務所 アトリエｍ
tel:06-6703-0181 fax:050-7103-3717
E-mail：info@atelier-m.com
HP／http://www.atelier-m.com
「大阪の住まい力アップ：第1回リフォーム・リノベーションコンクール」戸建部門最優秀賞受賞

