
Ｗｅｂ担当者（宣伝・企画担当者も）のための
養成塾（３泊４日びっしり・定員３５名）を開きます。

花の１期生募集！Ｗｅｂ女子が表に出ている
けど男子禁制ではありま
せん。というわけで「女
子力男子」も歓迎します。

人も企業も
メディア化し、
すべての仕事に、
編集が
必要になった。

新建ハウジング
三浦祐成

工務店のこれからは、

Wｅｂ女子
が決めます。
Ｗｅｂを外部に依存する例が多
いようです。内部編集者を育
て、地域発信するホームペー
ジにリメイクを。

ネ
ッ
ト
利
用
時
間
は
全
世
代
で
４
年
連
続
増
。

今
後
い
よ
い
よ
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
へ
の
依
存
が

高
ま
っ
て
行
き
ま
す
。

最初の招待講師に、この二人を選びました。

町の工務店ネット代表 小池一三が報告します。

よし　 あき さとる

西村佳哲さんが、宮田識さんに聞く。
今受けするアウトプットでなく、まずインプットだぜ、という宮田さん。今、伝えるとは何なのか、
その根本について、Ｗｅｂメディアについて、西村さんにとことん聞き出してもらいます。

A

発表! 「Ｗｅｂ住まいマガジン・びおネット」
B

【プロフィール】
宮田識（みやた さとる）
株式会社ドラフト代表。クリエ
イティブ・ディレクター、アート
ディレクター。ＡＤＣ最高賞・朝
日広告賞・日本宣伝賞山名賞
などを受賞。広告屋なのに、
『デザインするな』と言う異能
の人。http://draft.jp

【プロフィール】
西村佳哲（にしむら よしあき）
リビングワールド代表。プランニ
ング・ディレクター。働き方研究
家。つくる・書く・教える、三種類
の仕事。著書に、『自分の仕事
をつくる』（晶文社）、『自分の仕
事を考える3日間』（弘文堂）他。
http://www.livingworld.net

〒432-8044
静岡県浜松市中区南浅田2丁目2-1
tel：053-570-9012
fax：053-570-9017

〒432-8044
静岡県浜松市中区南浅田2丁目2-1
tel：053-570-9001
fax：053-570-9007

詳細・お申し込みは… びお養成塾　 検索

びお養成塾 説明懇談会 検索

FAX ⇒ 053-570-9007
＊申込確認後、当日のご案内等をメールにてご送付させていただきます。

「びお養成塾」参加申込書 2017年　　月　　日
御社名

名前（ふりがな）

ご住所　〒

男 ・ 女

⬇⬇⬇　参考までに教えてください（複数回答可）　⬇⬇⬇
担当業務

TEL

FAX

前日（27日）
宿泊

希望

ｅ-mail

携帯電話（当日連絡）

あなたの
好きなもの

□Adobe Illustrator
□Adobe Photoshop
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

□Adobe Dreamweaver 
□Wordpress

□文章を書く
□写真を撮る
□レイアウトデザイン

□イラストを描く
□取材をする
□その他（　 　　　　　　　 　）

□調査をする
□編集をする

今使っている
ソフト

意気込みを一言お願いします!

「特別講演会＆交流パーティー」参加申込書 2017年　　月　　日
御社名

御住所　〒

TEL FAX

参加様名（ふりがな）

ｅ-mail

携帯電話（当日連絡）

「びお養成塾」緊急 ・ 説明懇談会
8月9日（水）

アクトシティ浜松
研修交流センター

出張説明、電話説明、更に詳しい資料ご希望
の方はWebサイトまで。

会場

１期生養成塾：講師をご紹介します。 ※講師に関し、諸事情により変更がある場合は、予めご連絡いたします。

参加費

特別講演会

8月28日（月）１0：00開始～31日（木）１6：00終了（3泊4日）日　時

会　場 コープ・イン・京都（京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411京都大丸裏・錦通りすぐ近く）
１28,000円／人（税別）

特別講演会のみの参加費 １5,000円／人（税別）　※パーティー費含む、定員70名。

※28日は、10：00より開講となります。前日27日の宿泊を希望される方は、申込書の□に✓をご記入ください。（宿泊費
［朝食込］：6,700円／人［税別］）

※28～30日宿泊費・朝食費・特別講座費（パーティー費含）・会場費・建物見学交通費・交流会費（30日夕食）・講師
費・講師交通費・資料代等/各日昼食、29日夕食は各自フリーとなります。

共同運営

全国ネットとコラボ
ほぼ毎日更新する、

住まいマガジンびお
10月1日オープン。

https://www.hattorikeiro.com/
明治学院大学経済学部経済学科教授。まちと
ライフスタイル、コミュニティ・デザインとは何
かを語ってもらいます。

服部圭郎
…まちの話

http://faculty1.scu.ac.jp/msaito/
建築環境学。札幌市立大学デザイン学部大学
院デザイン研究科教授。専門は、熱力学と、住
まい方研究と、住環境教育（住育）。

斉藤雅也
…住まいと熱の話

Re:S［りす］ http://re-s.jp/
なんも大学 http://nanmoda.jp/about/
編集者。有限会社りす代表。Ｗeb マガジン『な
んも大学』編集長。

藤本智士

作家のエージェント会社、株式会社コルクにて、
作家・作品のオフィシャルサイト及びキャンペー
ンサイト・グッズ特設サイトのディレクション、
プロモーションを担当。現在はフリーランス。

遠畑絢子

株式会社新建新聞社社長。新建ハウジング・
リノベーションジャーナル発行人。山形県生ま
れ、京都育ち、信州大学卒業。音楽が好きで元
ギター小僧。

三浦祐成

http://www.joematsuzawa.com/
建築家。多摩美術大学教授。東京芸術大学卒
業・同大学院修了。松澤穣建築設計事務所代
表。写真を、建築に絡めて語ってくれます。

松澤 穣
…写真の撮り方

http://www.studio-myu.com/
建築家。スタジオ宙一級建築事務所主宰。コロン
ビア大学院准教授。大阪工業大学教授。２０１４
年ＪＩＡ環境建築賞、２０１５年建築学会賞受賞。

郡 裕美
…私がコロンビア大学で
　教えていたこと

ShopMasterのひとりごと
http://sugakun.exblog.jp/
讃岐・菅組代表。野の里・讃岐をくまなく探索し、
そこにデザインの素形を見出し続けてきた人。

菅 徹夫

TOKOTOKO ‒チャリと野菜生活ラボ‒
http://yasaiseikatsulab.blogspot.jp/
愛媛・「暮らしの設計室」主宰。永田昌民さんの
基本設計による家に居住。

福岡美穂

【プロフィール】
町の工務店ネット代表。住ま
いマガジンびお編集人／奥
村昭雄と共に空気集熱式
ソーラーを世に送り出す。雑
誌『チルチンびと』『住む。』を
立ち上げ、編集人を務める。

住まいマガジンびお・みんなのびお編集者兼
ライター・期待の新人／早稲田大学第一文学
部卒業。文章術を活かして、Web 女子を全力
でサポートします。

林甲太郎
http://www.yukikageyama.com/
「OFFICE YUKI KAGEYAMA」を立ち上げ、
書籍の企画・編集、ウェブサイトや広報誌の編
集など幅広く活動。

影山裕樹
http://muratoku.com/
建築家。村松篤設計事務所主宰。日本建築学
会東海賞など受賞。一緒に建物探訪に出掛け、
建物を見る・感じる視点を伝授いただきます。

村松 篤
…住まいの設計

風びより http://kazebiyori.com/
風の森  http://www.kazenomori-nagasaki.jp/
長崎・風の森、風びよりの総括プロデュサー／
オフィスＭＵＨＩＫＯ代表。

村上比子

住まいマガジンびお・みんなのびおデザイナー
／東京と浜松で、デザインの現場に立ち続け、
スピードと質を要求される理不尽な現場で、笑
いながら応える人。

阿部さとみ

住まいマガジンびお・みんなのびお編集長／
武蔵野美術大学建築学科卒業。慶應義塾大学
大学院政策・メディア研究科修了。隔月刊『ラ
ンドスケープデザイン』副編集長などを経験。

尾内志帆

初日（２８日）、特別講演会前
（１０：００～１２：15）

冒頭インプット＝

まちづくりと、住まいの温熱を知る

 ２日目（２９日）からの講師  住まいとまち・写真についての
キソ講座

２期生以降の予定講師
開催（予定）日

２０１７年１２月５日～８日
（３泊４日　開催地／未定）

町工ネットのメンバーに学ぶ

 手の物語スタッフによる座学
（ずっとお付き合いする講師及びサポーター）

「ちいきのびお」の作り方を学びます。

photo : Mika Kitamura

町の工務店ネット常務理事／１０年間にわたり
蓄積された、圧倒的な量と質を誇る町工ネット
のウェブコンテンツの制作者・生き字引。何で
もご相談ください。

佐塚昌則
堀部安嗣…住まいの設計

秋山東一…住まいの設計

伊礼 智…住まいの設計

河合俊和…造形論

半田雅俊…フランク・ロイド・ライトに学ぶ

武山 倫…熱と空気をデザインする

趙 海光…地域に住まいの素形を見出す

村田直子…住まいの性能

建築家・堀部安嗣建築設計事務所主宰

建築家・ランドシップ主宰

建築家・伊礼智設計室主宰

建築家・伝統工芸士・河合俊和建築設計事務所主宰

建築家・半田雅俊設計事務所主宰

建築家・東北工業大学教授

建築家・ぷらんにじゅういち主宰

一級建築士事務所ＭＯＯＮ設計主宰

Twitter：
@sputnik_ay

日本経済を支える生産人口は減り続け、おカネは
ないけどヒマを持て余す時代がやってきた、と言
われます。住まいは人生最良のホビーになり得る
と考え、ゆたかに、健康的に、愉しく過ごせる住ま
いのあり方を、知恵を寄せ合って解きたい、と思
います。そんな提案を行いたいと思っています。

特別
講演会
１4：００～１7：００

【パーティー】
18：00～20：00

２８日
（月）


