
１）定例「現地視察体験型ゼミ」 

下記日程で、現地視察体験型 定例ゼミを開講します。 

参加可能な日時でご参加ください。参加可否は吉原ゼミ専用 Facebook グループで行います。 

 

■ 第 1 回〈10 月ゼミスタートステージ 福岡・下関〉 

『ゼミ基本概念のガイダンス・交流オリエンテーション・第 4 期ゼミから学ぶ』  

第 4 期ゼミの OB・OG もお誘いし、これから始まるゼミのメンバープレゼンおよび交流会を福岡の「ビンテー

ジビルプロジェクト」の視察をかねておこないます。 

2日目は第4期ゼミの主力メンバー山口県下関市の橋本さんにご協力頂き、ここ最近の下関における

橋本さんの活動実績を視察、今後の活動計画をお伺します。 

10 月 15 日(土) 13:00 福岡県福岡市 集合（宿泊：福岡市） 

13:00～16:30 福岡市ビンテージビルプロジェクト視察 

17:30～19:30 福岡市再生物件にてメンバープレゼン・ 

交流会（のみZOOM 配信） 

10 月 16 日(日) 9:00～15:00 山口県下関市 視察・セミナー 

 

 

■ 第 1-2 回（補講）〈10 月大牟田・北熊本ステージ〉 

『県境を越えた駅前活性化・商店街再生の取り組みを学ぶ』 

大牟田の若き、暮らしとまちのイノベーター 冨山氏と、荒尾の医療施設院長の立場で不動産再生ま

ちづくりに取り組まれる中村先生、玉名の建築士の立場で不動産再生まちづくりに取り組まれる村田

先生にご協力頂きます。 

10 月 20 日(木) 13:00 福岡県大牟田市集合（宿泊：荒尾市 のあそび lodge・玉名市 HIKE）   

13:00～15:00 大牟田市視察 

15:40～18:00 大牟田市再生物件にて 

大学講義 併催セミナー（のみZOOM 配信） 

10 月 21 日(金) 9:00～15:00 熊本県玉名エリア  視察・ワーク 

 

 

 

 

 

 



■ 第 2 回〈11 月 DIY リノベ WEEK ステージ〉 

『全国23都市のまちが活性化される事例から、ゼミ概念の多様性と再現性を学ぶ』 

「自分のまちは自分たちで創ろう！」。吉原主催の「DIYリノベ WEEKシンポジウム」参加と、そこから派

生する「共感デザイン経営」の知見と理論化の現場を体験頂きます。 

11 月 3 日（木・祝）13:00 福岡県久留米市集合（宿泊：久留米市） 

13:00～19:00「DIY リノベWEEK 全員集合シンポジウム」 

（のみZOOM 配信） 

11 月 4 日(金) 9:00～18:00 久留米市⇒柳川市⇒大牟田市⇒荒尾市 

（宿泊：荒尾市のあそび lodge・玉名 HIKE） 

視察・ミニセミナー 

日程に余裕のある方には、引き続き 11 月 10 日（木）までの毎日、福岡県・熊本県・鹿児島県の

約20チームを視察体験して回ります（別紙）。スポット参加可能。リノベWEEK からも参加のため、

参加希望者はお早めにご相談ください。 

 

 

■ 第 3 回〈12 月鹿児島ステージ〉 

『DIY移住者による集落の空き家再生が、まちの活性化を誘導するしくみを学ぶ』 

全国の行政・建築学会の主要な研究者の視察が相次ぐ、頴娃町をベースに活動される「コミュニティ大

工」加藤潤さんにご協力頂きます。 

12 月 1 日（木）13:00 鹿児島県鹿児島市集合（宿泊：頴娃町） 

14:00～15:00 南九州市頴娃（えい）町 視察 

15:40～18:00 頴娃町再生物件にて、大学講義併催セミナー（のみ

ZOOM 配信） 

12 月 2 日(金)  9:00～15:00 鹿児島県各地 空き家再生プロジェクト視察・ワーク 

 

■ 第 4 回〈1 月長崎ステージ〉 

『現存する戦後最古の団地再生と、斜面市街地問題への活動を学ぶ』 

長崎市まちづくり団体・行政・長崎大学工学部の方々にご協力頂きます。 

1 月 28 日（土）13:00 長崎県県長崎市集合（宿泊：長崎市） 

13:00～15:00 長崎市 不動産再生プロジェクト視察 

15:40～18:00 長崎市 再生物件にてセミナー（のみZOOM 配信） 

1 月 29 日(日) 9:00～15:00 長崎市 空き家再生プロジェクト視察・ワーク 

 



■ 第 5 回〈2 月大阪ステージ〉 

『長屋・文化住宅の再生手法から、大阪の共感デザインを学ぶ』 

大阪公立大学建築学の先生方・不動産企業の皆さまにご協力頂きます。 

2 月 18 日（土）13:00 大阪集合（宿泊：大阪市） 

13:00～15:00 大阪 不動産再生プロジェクト視察 

15:40～18:00 大阪 再生物件にてセミナー（のみZOOM 配信） 

2 月 19 日(日)  9:00～15:00 大阪 空き家再生プロジェクト視察・ワーク 

 

 

■ 第 6 回〈3 月京都ステージ〉 

『多様な連携による、京都の遊休不動産の再生とまちづくりを学ぶ』 

京都の「都市居住推進研究会」の皆さまにご協力頂きます。 

3 月 18日（土）13:00 京都集合（宿泊：京都市） 

13:00～15:00 京都 不動産再生プロジェクト視察 

15:40～18:00 京都 再生物件にてセミナー（のみZOOM 配信） 

3 月 19 日（日）9:00～15:00 京都 空き家再生プロジェクト視察・ワーク 

  



２） 「大学講義聴講型セミナー」九州産業大学建築都市工学部吉原教授の「不動産学入門」聴

講（自由参加） 

下記日程、2022 年 10 月～12 月限定で、「大学講義聴講型セミナー（ZOOM配信）」を開講します

ので、自由参加ください。ご留意としては、大学講座に参加頂くうえで、学生の講義理解を高めるための

「社会人サポーター」としてのご参加にご協力ください。そのうち、10/20 と 12/1は、「定例ゼミ連動セミナー」となり

ます。また、10/27・11/10・12/22 は、「定例ゼミ関連セミナー」となりますので、是非ご参加ください。 

 

10 月 20 日（木）15:40～18:00〈大牟田または荒尾での現地聴講・ZOOM 併用〉《第１-２回ゼミ

連動セミナー》 

『県境を越えた福岡県大牟田市と熊本県荒尾市の“駅前広場活性化のまちづくり会社” から、

「社会課題解決事業」を考える』 

ゲスト：大牟田ビンテージのまち株式会社 代表取締役 

NPO法人グリーンバード大牟田チーム チームリーダー 

冨山 博史 氏（福岡県大牟田市） 

一般社団法人のあそびlabo 代表理事 

医療法人成風舎    理事長  中村 光成 先生（熊本県荒尾市） 

10 月 27 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉《ゼミ連動セミナー》 

『久留米の“老朽団地魅力化計画コーポ江戸屋敷”から、「共感デザイン」を考える』 

ゲスト：合同会社 H&A brothers 

                   半田 啓祐 氏・半田 満 氏（福岡県久留米市） 

 

11 月 10 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉《ゼミ連動セミナー》 

『“地方最強都市 福岡市”から、縮小時代の「都市シビックプライド」を考える』 

ゲスト：福岡テンジン大学 学長 岩永 真一 氏（福岡県福岡市） 

 

11 月 17 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉 

『“都市経済の要 オフィス業界”から、激変する「オフィスデザインと働き方」 

を考える』 

ゲスト：（株）アドアルファ 代表取締役社長 中島 洋史 氏（福岡県福岡市） 

 

11 月 24 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉 

『“社会のための不動産投資”から、「社会的インパクト投資」を考える』 

ゲスト： Design Space 合同会社 代表社員 脇黒丸 一磨 氏（鹿児島県伊佐市） 



株式会社ラファット 代表取締役 古田 憲司 氏（愛知県名古屋市） 

 

12 月 1 日（木）15:40～18:00〈頴娃での現地聴講・ZOOM 聴講併用〉《第３回ゼミ連動セ

ミナー》 

『“コミュニティ大工”から、「社会のための次世代職人」を考える』 

ゲスト：NPO法人頴娃おこそ会 副理事長   

加藤 潤 氏（鹿児島県南九州市頴娃町） 

 

12 月 8 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉 

『糸島の“前原商店街 魅力創出プログラム”から、「ローカルアドバンテージ」を考える』 

ゲスト：糸島ゲストハウス前原宿ことのは 代表 野北 智之 氏（福岡県糸島

市） 

 

12 月 15 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉 

『スペースＲデザイン社の“不動産再生まちづくり事業”から、「負の資源のブランディング」を

考える』 

ゲスト：吉原住宅有限会社 学術広報部 新野 絵梨奈 氏 

㈱スペースＲデザイン 工事・リノベーション部 

      ディレクター・構築デザイナー 本田 悠人 氏（福岡県福岡市） 

 

12 月 22 日（木）15:40～18:00〈大学講義室聴講・ZOOM併用〉《ゼミ関連セミナー》 

『宮城県石巻市の “ソーシャルイノベーター” から、「まちの未来」を考える』 

ゲスト：宮城県石巻市 合同会社巻組 代表 渡邊 享子 氏 （宮城県石巻市） 

信和物産株式会社  代表取締役    比佐野 皓司 氏（石巻市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３）『DIY リノベ WEEK 九州縦断キャラバン』のご案内 ※自由参加 

     ●原則として、現地集合・現地解散の視察体験イベントになります。 

      ●スポット参加が可能です。 

●ハイエースで全行程回るため、もしも席が空いていれば、希望の区間で同乗可能ですが、

毎日が予定通り動けるのか解りませんので、ご相談ください。 

      ●食事代・宿泊代・交通費ワリカンなど実費が発生します。 

     ●11/3（定例ゼミ）、11/10（大学聴講セミナー）は、現地開催ゼミのため、 

ZOOM配信おこないます。それ以外の日は、配信予定はありません。 

      ●リノベWEEK からも参加しますので、お早めにご相談ください。 

 

• 2022 年 11 月 3 日（木祭）13:00 福岡県久留米市集合 

13:00～19:00 「DIY リノベ WEEK 全員集合シンポジウム」（宿泊：西鉄久留米駅エリア）

〈ZOOM配信〉 

 

• 11 月 4 日(金)9:00～18:00 福岡県久留米市⇒福岡県柳川市⇒福岡県大牟田市⇒熊

本県荒尾市（宿泊：荒尾駅前のあそび lodge またはハイク玉名） 

視察・荒尾ミニセミナー 

 

• 11 月 5 日(土)9:00～18:00 熊本県荒尾市⇒熊本県玉名郡長洲町⇒熊本県玉名市 

⇒熊本県熊本市（宿泊：熊本市内 スミツグハウスなど） 

視察・熊本市ミニセミナー 

 

• 11 月 6 日(日)9:00～18:00 熊本県熊本市⇒鹿児島県鹿児島市⇒鹿児島県鹿屋市 

（宿泊：鹿屋 ユクサおおすみ） 

視察・ユクサおおすみ ミニセミナー 

 

• 11 月 7 日(月)9:00～18:00 鹿児島県鹿屋市⇒鹿児島県南大隅町根占⇒鹿児島県南

九州市頴娃（宿泊：頴娃町内 古民家再生宿泊施設） 

視察・頴娃町ミニセミナー 

 

• 11 月 8 日(火)9:00～18:00 鹿児島県頴娃⇒鹿児島県霧島市横川⇒鹿児島県伊佐市

⇒福岡県太宰府市（宿泊：太宰府市内・福岡市内） 

視察・霧島横川ミニセミナー 

 



• 11 月 9 日(水)9:00～18:00 福岡県太宰府市⇒福岡県福岡市⇒福岡県糸島市（宿

泊：糸島市ことのは・福岡市内） 

視察・糸島ミニセミナー 

 

• 11 月 10 日(木)9:00～13:00 福岡県糸島市⇒福岡県福岡市（宿泊：福岡市内）視察 

 

 

 

• 11 月 10 日(木)15:40～17:20  

九州産業大学建築都市工学部「不動産学入門」〈ZOOM配信〉 

テーマ「都市のシビックプライド」講師：福岡テンジン大学 岩永真一氏 

九州産業大学講義室がゴール。 

キャラバンコンプリート者には完走賞！ 











 


