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＜募集コース＞
　●事業計画コース・まちなか
　●事業計画コース・天竜

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、状況により、日程、開催方法を
変更する場合がございます。HP、SNSで最新情報をご確認ください。

「リノベーションスクール＠浜松」は、
（株）リノベリングの承諾を得て、浜松市で企画・運営しています。

公開プレゼンテーション 11月22日開催
会場：えんてつホール　聴講者募集予定

※最新情報はHPをご覧ください。



【11月 14日（土）】 
8：30～　受付開始 
9：00～　開校式・ガイダンス・オープニングアクト 
11:00 ～　対象物件見学・まち歩き・ユニットワーク
17:00 ～　ショートプレゼン・ライブアクト 
19:00 ～　ネットワーキング
【11月 21日（土）】 
9：00～　ユニットワーク・ライブアクト
17:00 ～　ショートプレゼン・ライブアクト

【11月 22日（日）】 
9：00～　ユニットワーク 
14:00 ～　公開プレゼン・クロージングアクト・閉校式 
16:30 ～　リフレクションミーティング
※タイムテーブルは変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。 
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リノベーションスクールは、実際の空き物件を題材に、新しい使い方を考え、エリア再生を目指す実践型のスクールです！第 8回リノベーションスクール＠浜松では、事業計画コース・まちなかと
事業計画コース・天竜の参加者を募集します。講師、集まった仲間とともに 3日間でまちの未来を描き、事業プランを考えます。最終日には、物件オーナーに向け公開プレゼンテーションを行い、ス
クール後の事業実現を目指します。

主催：浜松市
お問い合わせ：浜松市産業振興課
　　　　　　　リノベーション推進グループ
TEL：053-457-2096

浜松リノベーションまちづくりに関する情報はこちら
https://hama-rino.com/

第８回リノベーションスクール＠浜松

・受 講 料 金／ 10,000 円（税込）
　※お支払い方法は受講が決定した方へ直接ご案内いたします。
   ※交通費、宿泊費、スクールにかかるその他の費用は受講料金に含まれません。
・受 講 資 格／
　○静岡県内在住の方
　◯リノベーションまちづくりに対して強い関心・興味をお持ちの方
　○スクールで提案する事業の実現、もしくはスクールで学んだことを活かして
　　別の事業の実現を目指すことに強い意欲をお持ちの方
　○全日程に参加できる方
　※体調などにより、受講をお断りすることがございます。その場合受講料金は返金いたします。
・募 集 人 数／事業計画コース・まちなか 18名　事業計画コース・天竜 6名
   ※コースを選択してお申し込みください。　
・申込方法／下記QRコードまたは下記アドレスより詳細をご確認の上
　　　　　  お申し込みください。→https://hama-rino.com/archives/2760
・申 込 締 切／ 2020年 10月 20日（火）　17：00
・受講生決定／ 10月 30日（金）　
　※主催者側で厳正な審査を行い、個別にメールにてご連絡いたします。
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受講について開催概要

大端 将 氏
株式会社 thinx 代表

Sho Ohata

Rie Nakane

Kenta Takabayashi Yoshimitsu Torii

Eri YamamotoYuzuru Hinaiji

1985 年千葉県船橋市生まれ。幼少期より浜松で育ち、首都圏
の大学に進学したのち、Uターンして就職。営業会社勤務を経
て、出版社に転職し、一貫して住宅メディア制作に携わる。
家づくり、建築について学ぶ中で現在の住宅業界のあり方に
疑問を抱き、2019年独立。現在は、優良な家づくりをしている
工務店の広報活動支援のほか、リノベーションスクールで出
会った物件の再生にも力を注ぐ。

日内地 謙 氏
APARTMENT STORE 代表

高校卒業後、家具職人を志し上京。その後、アパレル、長野でホ
テル＆ブライダルなどの接客業を経て、2004年（25歳）に浜
松でアンティーク家具店「アパートメントストア」をオープン。
2009年にミニビルを購入。夫婦２人で 4ヶ月かけ改装し「喫
茶ロビー」も併設し、移転オープン。その後、家具販売から店舗
などの空間設計デザイン事業に移行。2019年に喫茶ロビーか
ら「喫茶みちくさ」にリニューアルオープンし、現在は店舗デザ
インと喫茶店をメインに活動中。

中谷 明史 氏
kissa＆dining 山ノ舎オーナー
1990年浜松市生まれ。高校卒業後、東京農業大学短期大学部
醸造科 へ進学。在学中より勤務していたバーへ卒業とともに
入社、オーセンティックバーのバーテンダーを約 3年間務め
る。その後、「東京 R不動産」へ参加。2015年、活動拠点を故郷
である浜松市天竜区に移し「kissa 山ノ舎」をオープン。現在
は飲食店経営の傍ら、浜松市と連携し「天竜トライアルオフィ
ス」の運営や、旅行業「山ノ舎旅社」 の経営、アクティビティ紹
介サイト「uraniwa」の運営、無人駅の駅舎を改装した一日一
組限定のホテル「駅舎ホテル INN MY LIFE」の経営などを
行っている。

Nakatani Akihito

中根 利枝 氏
wagamama 代表

２児の母。第１回リノベーションスクール＠岡崎に参加。
子育てや自営農家の経験を活かし、地域の子育てママや女
性がほしい暮らしを育む場所「wagamama house」を
オープン。世代や価値観の近い仲間が徐々に増え、総菜屋
をはじめ、ポップアップショップ、イベントなどを運営。女
性が働くことを通じて、子育てや地元農家の支援を行い、
世代や地域の循環を生み始めている。

高林 健太 氏
丸八不動産株式会社
1984年浜松市生まれ、丸八不動産株式会社所属。大学院修了後、
森ビル㈱に入社し、新規開発プロジェクトの都市計画、事業計
画、六本木ヒルズのタウンマネジメントに携わる。2017年にU
ターンし、丸八不動産にて浜松中心市街地の活性化に取り組ん
でいる。主な実績として、クラフトビールブルーパブ「Octagon 
Brewing」立上げ、シェア屋台スペース「肴町 Little」企画・運営、
「浜松クラフトビールフェス」企画、長坂養蜂場と連携した
「KAGIYAビル屋上養蜂」等。

中屋 香織 氏
浜松市出身・熱海市在住
Atami Stayle 代表・ライフスタイルデザイナー
バリキャリ・結婚・出産・同居・闘病を経て、豊かな住
まい方やまちづくりへの興味が深まり東京 R不動産に
転職。自分らしい暮らし方を追求した結果、2017年に首
都圏から熱海に移住。13年間携わっていた不動産業界で
の知識と移住経験をいかし、今の生活に違和感を持つ人
へ自分らしく暮らす相談とサポートを行う「ライフスタ
イルデザイナー」として独立。2019年 11月に移住＆空
き家相談を行う相談所「Atami Stayle」を始動。
https://nakayakaori.com/

Nakaya Kaori

山本 恵理 氏
かもめの珈琲屋さん代表
浜松生まれ浜松育ち。浜名湖が大スキです！
「喫茶店を開きたい」という祖父母の夢を自分が叶えてあげ
たいと思ったことがきっかけでコーヒーの路へ。学生時代は
京都の喫茶店で 4年間アルバイト、その後UCCへ就職し全
国転勤しながらコーヒーとお店の経営について学び、2015
年浜松へUターン。地元の企業で働きながら、浜信創業ス
クール (現在は浜松磐田信用金庫 )や第６回リノベーショ
ンスクール＠浜松に参加し、2020年かもめの珈琲屋さんを
開業。

講師紹介
（掲載は 50音順）

鳥居 良光 氏
浜松つーしん代表
1987年浜松市生まれ。浜工卒、その後上京し東工大院を経て
livedoor（現 LINE）にてWEBエンジニアとして従事、インフラ
から開発まで何でも経験し、ベンチャー系ウェブ企業界隈でも
まれ急成長する会社の大型上場を経験。30歳を機にUターン
し独立。地元浜松の街の変化やニッチな情報を日々発信してい
るローカルWEBメディア「浜松つーしん」を 2014年から運
営、地方都市ならでは情報発信のありかたとエリアの特色の伝
え方について試行錯誤している。編集者見習い。第 3回浜松リ
ノベーションスクール参加者。
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＜開催日＞
11月 14日（土）、21日（土）、22日（日）
＜会　場＞
○ユニットワーク会場
　事業計画コース・まちなか
　　…鴨江アートセンター
　　　（浜松市中区鴨江町 1）

　事業計画コース・天竜
　　…天竜トライアルオフィス
　　（浜松市天竜区二俣町二俣 1283-1）

○公開プレゼンテーション会場
　…えんてつホール
　　（浜松市中区旭町 12-1  遠鉄百貨店新館８階）

＜タイムテーブル＞

※タイムテーブルは変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。 

１日目

２日目

３日目


