
blue studio magazine

year: 2019
no. 15

© blue studio Co.,ltd. 2019 01

「物・事・時間」のブルースタジオデザイン

Page 04

OUR SERVICE

Column

ブルースタジオの「特化型」賃貸住宅
賃貸だって自分らしく“〇〇な暮らし”、叶えませんか。

３プロジェクトが2019年度グッドデザイン賞を受賞

Page 02

NEWSPage 03

CLOSE-UP

INDEX

2019年度前半の出来事

Page 06

TIMELINE 2019
APR.-SEP.

ネスティングパーク黒川（2019）



ブルースタジオの「特化型」賃貸住宅
賃貸だって自分らしく“○○な暮らし”、叶えませんか。

CLOSE-UP Vol.09

HP Instagram

榎の丘に包まれて、ゆっくりと日常を耕す
“舎人（むらびと）な暮らし”

（物件ページ）

湘南といっても山側にある新築の賃貸住宅。向かい合う住戸の真ん中
には「街道」。街道に沿って各住戸が向かい合って並び、自然と顔を合
わせ、挨拶からコミュニケーションが生まれる環境。ご近所さん同士が
集まって話をしたり、年齢の近い子どもたちが一緒に遊んでいる様子
も鵠ノ杜舎の日常風景。
また、お子さんが小さくても、テラスハウスなので足音なども気にしなく
ても暮らしやすいのも魅力のひとつ。隣接する畑を耕したり、ちょっと
ゆったりとした時間が流れます。

ブルースタジオで設計した賃貸住宅は、単なるかっこよさを求めた「デザイナーズ賃貸」ではありません。
賃貸住宅を企画する過程で、まちの特徴や特性を読み解き、その地域・建物にあったコンセプトを立てて
作り上げる。だからこそ、そこでしか叶わない暮らしが生まれます。
賃貸だって自分らしく暮らしたい。
そんなあなたのこだわりを実現する「特化型」の賃貸住宅をご紹介！

募集状況・詳細はホームページをご覧下さい！

鵠ノ杜舎
藤沢駅

四季を楽しむ築90年の平屋で
“どこか懐かしいシェア暮らし”
野方商店街を抜けた先の静かな住宅街に佇むのが、築90年の木造平
屋建シェアハウス「わの家 千峰」。大家さん自身が生まれ育ち、家族と
ともに暮らしてきた思い出の家。その大切な家を残したいという想いか
ら生まれ変わりました。大家さんのお母様「千峰さん」の作品が、そのま
ま残される室内。建物の真ん中には濡れ縁があり、住人みんなでパー
ティをしたり、１人で星を眺めたり、思い思いの過ごし方ができます。四
季の巡り、人とのめぐり合いを大切にしたくなる住まいです。

わの家 千峰
野方駅

新宿区四谷。
神社の境内に建つ開放空間で
“都心の静謐な暮らし”
昔ながらの街並みを残す四谷の須賀町。四谷の鎮守として地域に根
ざす須賀神社の境内の一角に建つのが本物件。もちろん、大家さんは
神社の宮司さんです。
外観は木の多い神社の景観にあうよう木材を多用し、一部には焼杉が
用いられています。室内が吹き抜けになっている開放的なメゾネットのお
部屋も。毎年6月には例大祭も執り行われます。新宿区ながら、歴史も感
じられる静かな場所。神社に守られた静粛たる暮らしがそこにあります。

須賀の杜 ハレテラス
四谷三丁目駅

高尾山を日常的に楽しむ
“アウトドア玄人な暮らし”
都心から一番近く、気軽に登れる山として人気がある高尾山。アウトド
アの玄人にこそ使い倒してもらいたい、部屋と山がつながる暮らし。出
勤前に高尾山に寄り、トレランをしたり川に入ってリフレッシュしたり…。
気の赴くままに自然に溶け込む生活。玄関から続く広い土間。テントも
置ける大胆な小上がり。壁には山道具を飾り、自分だけの絶景を見渡
す。山から帰ったら、玄関にある水場で念入りに道具を手入れ。そして、
次の休日に登る山について思案する。繕わない、自然体の自分。仕事、
趣味、特技、自分だけの世界に没頭する暮らし。自由を追求した住まい
を、T-FLATで始めてみませんか？

T-FLAT  -HOUSE TRAIL-
西八王子駅
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ブルースタジオが手がけた３つのプロジェクトが、
2019年度グッドデザイン賞を受賞しました。

NEWS

この計画の最も素晴らしい点は、オーナーの顔がみえる住まいを、リノ
ベーションを通して作り上げたことだと思う。 ウェブサイトのコンテンツ、
エントランスで使われるフラワーショップなど、誰の熱意によってこの場
所ができているかが、住人にも地域にも伝わる。 この計画において、設
計とは単なる住戸プランの設計ではなく、この場所・このオーナーでしか
できない価値づくりの設計である。分野を横断してそれらを遂行してゆく
考え方そのものが、今後の住宅業界に大きなインパクトを持つと思う。

事業主体名　個人
受賞企業
株式会社ブルースタジオ (東京都)
工藤建設株式会社 (神奈川県)
URL  https://green-basket.jp

審査委員講評

審査委員講評

高齢化と人口減少が進む東京郊外ベッドタウン。 その
社会課題に対して賃貸住宅と地域の大家が果たすべ
き役割とは、 消費されない誇りある住環境を、 自らが
当事者として育むこと。 鷺沼という地でなければ、 そ
の大家でなければ、 今の時代でなければ作り得ぬ、 
ビジョンある住環境の価値を「更新」では無く、継承に
よって再構築するプロジェクト。

グッドデザイン賞 入賞

居住者の生活を豊かに、そして賃貸物件として 10 年 20 年後の 「武器」を作るため、 
収益のある貸室をあえて住人が自由に利用できる共用部へとリノベーション。様々な機
能を備えるだけでなく、 多世代が自発的に気持ちよく使える仕掛けを盛り込んだ。 こ
れまで外で行われていた日々の活動が共用部でなされるようになり、 居住者同士の交
流が深まった。

共用部を空間的に設けるのは簡単だが、運営主体者があまり介在しなくとも住民主体で使われるように
することは極めて難しい。この計画では、何を行えるようにするか、といった内容の検討にはじまり、波紋の
ような基本の構成、カラーリング、ルールブック、工事中の見学まで、入居者にとって「自分たちのものだ」と
思えるための入念なデザインが、結果的に実際に積極的な利用を生み出しているようで素晴らしい。また
こうした場づくりが価値を生み、賃上げにまでつながっているのは、築年数と駅からの距離で決まってしま
いがちな賃貸住宅分野に、少なくないインパクトがあるのではないか。

賃貸向け集合住宅の共用部
AGITO~コミュニティを生み出す秘密基地～

戸建住宅
山の根の平屋

賃貸共同住宅
GREEN BASKET

審査委員講評

70年間増改築を重ねてきた木造住宅を、 街並みを残したいという思いを受けリノベー
ション。耐震補強や断熱などの性能向上に割り切りながらも、 素材そのものの力を活
かした 「デザインをしないデザイン」により、現代の暮らしに合う住宅へと生まれ変
わった。 外と繋がる開放的な空間は 「公民館のような家」として近所の子供達に愛さ
れている。

既存ストックの利活用は近年の住宅建築の重要なテーマの一つである。新築と見紛うリノベーション事例も多
数ある中、本件は構造体をほぼあらわしにし、築70年の歴史そのものをデザインに転換してしまうという試み
で、大変興味深い。 また閉ざされた門扉を撤去し、塀を低く抑えて庭を街に開くことで、地域の子供たちが集ま
る「公民館のような家」が実現している点も高く評価できる。 住宅を地域に開くことにより地域との繋がりを生
み、その賑わいこそがセキュリティを高めるという考え方も優れている。他の住宅地においても「開くセキュリ
ティ」という考え方が広まり、地域が賑わいを取り戻す契機となることを期待したい。

事業主体名　個人
受賞企業　株式会社ブルースタジオ (東京都) 

事業主体名　東京ディフェンス株式会社
受賞企業
株式会社ブルースタジオ (東京都) 
東京ディフェンス株式会社 (東京都)
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ブルースタジオがつくる“住まい”や “暮らし”、それにともなうイベントなど、
2019年度前半の出来事をご紹介します。

ブルースタジオが企画・設計監理を行い、小田急電鉄社を事業主とする、郊外型のシェアオフィスを核とした複合施設「ネス
ティングパーク黒川」が、小田急多摩線黒川駅前にオープン！
5月26日には、オープンを記念して『ネスティングパーク・ジャンボリー』が開催され、2000人近くの方々にお越しいただきまし
た！夕方からは「これからの郊外の楽しみ方」をテーマに、郊外第一人者の三浦展さん他のゲストをお招きし、焚き火を囲ん
でのトークセッションが行われました。

TimeLine

社宅が地域コミュニティーハブを担う
「商業複合施設＋賃貸住宅」へ。 『たかすなヴィレッジ』

神奈川県茅ヶ崎市にある、1992年築の企業社宅を取得後コンバージョンし、地域に開かれた広場を持つ商
業複合施設＋賃貸住宅「たかすなヴィレッジ」としてオープンしました。
マリンアクティビティーのイメージが強いエリアながら、本物件は落ち着きのある明治以来の別荘文化の歴史
を感じる高砂緑地に隣接。この高砂の居住地としての品格を尊重し、賃貸の住人を含めた周辺地域住人同士
の良質なコミュニケーションを促す、ひらかれたコモンスペースづくりをめざしています。広場を囲む商業施設に
用途変更した地上階には子ども向けの教育施設、イタリアンレストラン、ヘアサロンなど、地域の日常生活をつ
かさどるテナントが開業。4/27には、オープニングイベントとして「たかすな のみの市」が開催されました。

東京電力福島第１原発事故で被災した福島県双葉郡で、新たに開校さ
れた県立ふたば未来学園が、新校舎で開校式と入学式を開催しまし
た。ブルースタジオは、NPO法人カタリバが運営する「地域協働スペー
ス」の設計を担当。生徒たちのみならず、地域住民、NPO、企業等の多様
な人々が集い、地域復興や持続可能な地域の実現を目指した様々なプ
ロジェクトを生み出していく場として期待されています。

郊外で、自分らしく「働く」に挑戦できる場所『ネスティングパーク黒川』がオープン！

交流拠点の設計を担当した
「ふたば未来学園」が開校

既存事業用建物のリノベーション

まちづくり・新築建物企画

鵠ノ杜舎 第2期完成。

入居者交流会が開催されました

新築建物企画・設計

4 5
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7.15  L i V E S  （雑誌）

ブルースタジオ大島の初の単著。
資本主義に積み重ねられた物件の山から宝を探し、街のとのつな
がりをとり戻すことで資産の再生・価値の最大化を実現してきた
設計手法について、シェアハウス、SOHO、木賃アパート・団地再
生など、数々のプロジェクト事例を通して解き明かします。

２０１５年に竣工、２０１６年度にはグッドデザイン金賞（経済産
業大臣賞）を受賞した団地再生プロジェクト『ホシノタニ団地』
内に、『喫茶ランドリー ホシノタニ店』が２０１９年９月１日（日）
オープンしました！ホシノタニ店にも洗濯機のほかミシンやアイ
ロン等が設置され、ホシノタニ団地の住人のみならず、地域住人
相互の「家事」を通した活発なコミュニケーションの創出が期待
されています。

ブルースタジオ大島芳彦による書籍
「なぜ 僕らは今、リノベーションを
考えるのか」が出版されました

ホシノタニ団地内に
『喫茶ランドリー』がオープン

書籍出版

建築倉庫ミュージアムで開催された企画展『Wandering Wonder 
-ここが学ぶ場-』に、ブルースタジオが設計監理を担当した「ま
ちのこども園 代々木公園」の模型を出展しました。
本展覧会では、誰もが好奇心をもって訪れ、学びや育ちの場とし
て計画された建築作品が、14 組の建築家による 18 作品 21 点の
建築模型と写真などの関連資料を通じて紹介されていました。

「まちのこども園 代々木公園」の模型が
建築倉庫ミュージアム 企画展 に出展

NEWS

店舗デザイン

4.9  

主な掲載メディア
2019.0 4 -2019.09

Before

本物件は１９９１年に建設された総戸数１４２戸、エントランスを含む共用部のほか全３棟からなる賃貸マンションで、多
摩丘陵の豊かな自然や近隣の文化・商業施設等にも恵まれた居住環境の優れた立地にあります。
本プロジェクトでは「多世代の共生」をコンセプトに、郊外の開放的な環境を選ぶ都心からの子育て世代の流入や、
周辺の分譲戸建に暮らす高齢者の住み替えを見据えており、子供が遊べるエントランス、暖炉を備えるロビーや大
きなキッチンのあるダイニングなど、多世代家族が交流できる共用スペースも新設しました。
なお、２０１５年竣工の座間駅前『ホシノタニ団地』や、黒川駅前に開業した『ネスティングパーク黒川』など、小田
急電鉄社のプロジェクトを連続して手掛け、沿線の活性化および再ブランディングに取り組んでいます。

『カスタネア栗平』竣工。自然豊かな東京郊外で、
多世代家族の交流を育む大規模バリューアップ。

既存事業用建物のリノベーション

Cas a  B RU TUS  （雑誌）

4.10  日経MJ  （新聞）

4.12  G Q  JA PAN  （w e b ）

4.12  リフォーム産業新聞 （新聞）

5.10 ワールドビジネスサテライト （T V）

5.15 L i V E S  （雑誌）

5.17  ビビット （ T V）

5.20  リフォーム産業新聞 （新聞）

6.13  S U UMOジャーナル （w e b ）

6.28  ヘイルメリーマガジン （雑誌）

6.30  リライフプラス （雑誌）

7.13  住まいの設計 （雑誌）

7.20  &  P r em i um  （雑誌）

7.25  日経アーキテクチュア （雑誌）

7.30  神奈川新聞 （新聞）

7.30  H OME ' S  P R E S S  （w e b ）

8.24  朝日新聞「フロントランナー」 （新聞）

8.30  S U UMOリフォーム （雑誌）

9.3  住宅新報 （新聞）

9.4  男の隠れ場ベスト版
「小さな秘密基地の造り方」 （雑誌）

9.13  日本経済新聞 （新聞）

9.30  リライフプラス （雑誌）

6 7 8 9
朝日新聞土曜版『フロントランナー』で

大島が紹介されました

YKKAP主催「YKK APリノベーションフォーラム」

＠名古屋＆大阪で、石井が登壇しました
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TOWN MANAGEMENT
リノベーションまちづくり

中心市街地や商店街の活力低下や地域社会との繋がりの希
薄化が叫ばれるようになった時代。まちの至る所に存在する
空き家に、新たな役割を吹き込むことによって、アクティビティ
を生み出すこと。その営みが人 と々地域社会が繋がるきっかけ
になり、まちに活気が生まれていく。それが、ブルースタジオ
のリノベーションまちづくり。かつてその場所に存在した記憶・
歴史・人の営みを再生し、次世代へ使い繋いでいきます。

「団地」再生

長きにわたり周辺地域の人びとから親しまれてきた
緑深き団地。その環境は、もはや住環境という単機
能を超えた「都市公園」です。その公共性をふたた
び地域社会に見出し、次世代コミュニティとしてリ・
デザインします。

既存事業用建物のリノベーション

不動産価値の本質は、敷地境界線の内側や建物にはなく街にあります。街の活力が不動産価値の根源で
あるとすれば、不動産（建物）ストックの有効活用とは建物の性能面の再生のみならず、人を巻き込む力
の再生まで見据える必要があります。必要なのは、事業主だけではなく利用者、入居者も含めたすべての
関係者が「当事者意識」を共有し、場の価値を高めようとする力。これを生み出すのは、明確な場のビ
ジョンと「物語」です。

ARCHITECTURAL DESIGN

「新築」 建物企画・設計

建物を建てれば借り手・買い手がつく時代は既に終息して
います。これからは建築よりも、どのように運用するか、経
営の感覚が問われる時代です。共同住宅・オフィスの商品
企画のプロセスで大切なことは、時間の蓄積を劣化ではな
く、“価値の蓄積”に変えること。長期的に競争力を持たせ
るために、「物」ではなく「物語」が必要です。

BEFORE AFTER

木賃再生

現代社会のニーズから取り残され老朽化した木造
賃貸アパート。入居者の高齢化や都市防災の観点
からも問題視されているこの住環境も、今育ちつつ
ある「住みこなす暮らし」に対する価値観から見れ
ば、可能性に満ちあふれた宝の山です。

* 木賃＝木造賃貸

私たちは物件のバリューにとって大切なものは「物語 」だと考えます。

物・事・時間のデザイン。

そのシナジーが「 物件 」を「 物語 」に変えます。

SHOP DESIGN
店舗デザイン

オーダーメイドの空間デザインノウハウと、場に物語を与え
るブランディング力。これらを活用し、店舗プランニング、
内装デザイン、VI計画（ビジュアルアイデンティティ）、CI 計
画（コーポレートアイデンティティ）まで、事業目的に合わ
せてトータルに最適な提案を行います。

OFFICE/INTERIOR DESIGN
オフィス・インテリアデザイン

日々アイデアを創出する場であると同時に、クライアントに
対して最も効果的なプレゼンテーションツールとなるオ
フィス空間。機能性と創造性を兼ね備えるオンリーワンの
デザインが求められます。多様な空間デザインの実績と経
験を生かし、コーポレートアイデンティティを表現しつつ、
快適なワークプレイスをデザインします。

RESTRUCTURING PUBLIC FACILITIES
公共施設再生

美術館や競走馬の調教場など、公益に資する施設の再生
は、建築よりも、施設が継続的に利用されるための仕組み、
および共感のデザインに本質が存在します。クライアント
の事業目的を詳細にヒアリングし、マーケットをリサーチし
た上で、社会性豊かなメッセージを込めることで共感のデ
ザインを叶えます。

SCENE & LANDSCAPE

シーン & ランドスケープデザイン

福島県天栄村にある競走馬育成牧場『ノーザンファーム
天栄』。総域45ヘクタールの牧場全体の世界観の再構築
を担当。デザインコードを与え、建物・ランドスケープを設
計するほか、サイン計画からその空気感までもデザインし
ています。

BUILDING RENOVATION

DESIGN CONSULTING & CREATIVE DIRECTION

デザイン監修&クリエイティブディレクション

企画において定められたコンセプトを、設計・工事・
販促・運用の各段階において一貫性を持って確実に
フィードバックすることが重要です。コンサルティン
グからクリエイティブディレクションに至るまで、プ
ロジェクトに応じて柔軟に、包括的かつ客観的な
ディレクションを提供します。

MARKETING & PROPOSAL

マーケティング& 企画

「エリア」と「ニーズ」の両面から行なう精緻なマー
ケティングにより、新たな視点で不動産のポテン
シャルを見極め、その場所・その時代に最も合致す
る使い方は何かを分析。コンセプトの立案、建築計
画、デザイン、プロモーションから事業収支まで、
トータルに企画提案を行います。

BRANDING & PROMOTION

ブランディング・プロモーション

ブランディング・プロモーションの力とは「ストーリーテリング」の力。共感者を得るため、プロジェクトの背景
に眠る文脈から商品の魂を導きだし、物・空間に物語を与えます。マーケティングから設計、デザイン、そしてプ
ロモーションまでを一貫して手がけることで、紡ぎ出された物語を人々の心まで届けることができます。

西調布一番街つくるまちプロジェクト （2014）

那須高原 藤城清治美術館 （2013）

都町ハウス （2014） ホシノタニ団地 （2015）  2016 年度グッドデザイン金賞受賞

SodaCCo （2015）

QUANDO （2017）

キクデンインターナショナル （2017）

On F lowers （2018）

『稜文舘』 Webサイト 『稜文舘』 スタンプラリーイベント

ノーザンファーム天栄 （2013）
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建築・環境デザイン

マーケティング・企画・広告 不動産仲介・賃貸物件管理



LEASING MANAGEMENT
リーシング・管理

ブルースタジオが創出した物件価値を実証し継続させるため、仲
介（リーシングマネジメント）および管理（プロパティマネジメン
ト）も行います。継続的な収益性・市場性保つため、管理というか
たちで、建物に流れる「時間の価値」をマネジメントします。

DETACHED HOUSE

戸建住宅のリノベーション

家族で長く過ごした「家」の記憶を大切に、今の暮らしにちょ
うどよい住まいへ。建物の耐震性、劣化等の調査、省エネ・断
熱にも対応するほか、ランドスケープや外構など外とのつなが
りもふくめて設計します。

DESIGN YOUR LIFESTYLE!

中古 + リノベーションのワンストップ･サービス

個人のお客様向けに、中古購入からリノベーションまで、ワンストップでお手伝いします。
住まいのデザインは「不動産探しの時点でスタートしている」と考え、市場にある膨大な不動産情報の中からその人にとっての最適な物件を
選択。そして理想の生活、資金計画、今後のライフプラン、さらには住み替えを考える場合は売却・賃貸化するのかなど、住まいに関して横断
的にコンサルティング。予算・立地・広さ・築年数など多岐にわたる要素を“編集”し、その方にとっての理想の住まいを導き出します。フル
オーダーサービスでは、オリジナルのコンセプトをもとにゼロから世界観を作り、より自由で豊かな住空間を実現します。

西所沢にある閑静な住宅街の一角に、築10年の木造戸建住宅を購入したYさん。

穏やかなご夫婦の要望はシンプルで、

「趣味の音楽と映画を楽しみながら、家族みんなでゴロゴロできる家」というもの。

そこで一番長い時間を過ごすLDKと防音室に、自分たちだけの贅沢を詰め込むことに。

グレイッシュなトーンで統一した部屋に、アクセントのソファー。

背もたれの棚と小上がりを一体にし、いろんな場所に座ったり、寝転んだりできる

段々の映画館のようなラウンジ空間に。

家族でぐるりと囲むダイニングキッチンからは、リビングや防音室へと視線が抜ける。

柔らかな曲線を用いて丁寧に造作した家具により、流動的につながる空間へとなった。

風が抜け、光溢れる穏やかな時間。

微かに聞こえる音楽。できたての料理の匂い。

子供が走り回り、お気に入りのソファで寛ぎながら過ごす日常。

居心地良くて家から出る必要を感じないほど、自分たちだけの贅沢に埋もれる暮らし。

マンションリノベーション

戸建リノベーション

定額制セレクトオーダー型リノベーションサービス

間取りはクライアントのライフスタイルに合わせた自由設計。素材や
設備は暮らしにこだわるお客様から選ばれてきた定番から好きな素材
やオプションを自由に選択できます。シンプル・スピーディ・リーズナブ
ルにフルリノベーションを実現します。

RENT & SALE

不動産の売却・賃貸化

ライフスタイルの変化によって、大切なお住まいが暮らしに
フィットしなくなることも。自社設計物件にかぎらず、想い入れや
愛着のある物件を惜譲される方、リノベーション向きな物件等
をお持ちの方に対して、不動産本来の価値をしっかり見出して適
正な価格での、売却・賃貸化をお手伝いします。

個人邸最新事例

郊外の贅沢

House Renovation, June 2019

Design: Hideyuki Yoshikawa, Ryoma 

Tsukagoshi, Mai Fujiki

Location: Tokorozawa, Saitama

Floor area: 62.58m

Contracter: SIGMA TECH

Photos: Koji Honda

これからの人生が前向きに過ごせるように。

介護が終わり、仕事も徐々にセーブして、中古を買って、リノベーションすることで、

暮らしを整理することに。

選んだエリアは、東京へのアクセスもよく、程よく郊外な辻堂エリア。

生活に便利な施設も揃い、空が広がり、風の抜けるこの場所で、アーリーリタイヤ後

の生活が、豊かに、そして、楽しくなる住宅を目指しました。

今まで集めてこられたポスターや本、写真やヴィンテージグッズなど、一つ一つの

モノを美しく魅せる風景をデザインしました。

フラクタルなように図形が並ぶシェルフには、これまでの住宅では眠っていたモノ

を並べて、クライアントご自身の歴史を美しく表層化するよう、一緒に作りました。

深層から表層へ

Condominium Renovation, August 2017

Design: Ryo Takagi

Location: Fujisawa-shi, Kanagawa

Floor area: 68.21m

Contracter: Jyukankyou-Japan

Photos:Yoshiyuki Chiba
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mellow lounge
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家づくり・家探しに役立つ
　　　　限定の情報を配信中！LINE @

ご登録

こちらから！
は、

家づくり・インテリアに役立つ
　　　　   限定の情報を配信中！

instagram
instagram

ご登録

こちらから！
は、

お問い合わせ

「ユクサおおすみ海の学校」開校から1年

これまでの歩みと地域の想いを振り返る

blue studio Column

2 0 1 8年11月には、南日本新聞社などが主催した「TOYOTA  
SOCIAL FES!! Presents 錦江湾、水辺と未来のプロジェクト
with 南日本新聞社」が開催！鹿児島の自然環境と海辺の文化
を未来につなぐことを目的に、ビーチの清掃活動の他、気球の試
乗体験も実施。親子連れで賑わいました。

特に印象的だったのは、国際サマーキャンプ『GAKKO』が
6/30-7/13にユクサおおすみ海の学校を貸し切って行われたこ
と。『GAKKO』とは、「世界一ダイバーシティに富んだ」サマー
キャンプと言われ、世界各国の中学・高校生を集めて、異文化交
流を通して次世代を担うリーダーを育成するプログラムです。今
年は、17カ国から34名が参加し、２週間の間ユニークなワーク
ショップやフィールドトリップが行われました。
『GAKKO』は「忘れられない体験」を提供することを目指してお
り、最高のキャンプを実現する上で、「食」「住」「遊び」をこだわり
抜いて拠点を選んでいるそうです。ユクサを会場として選んだ理
由について、「食の豊かさ、感動するほどに美しい景色、旧校舎
というぴったりな設定などポイントはありましたが、一番の決め
手は人ですね。」と話すのは日本支部代表の清水イアンさん。実
際にキャンプを実施して「ユクサのスタッフも含め、市役所や地
元の方々が暖かく受け入れてくださったことが印象的でした」と
仰っていました。キャンプは来年もユクサで開催予定です。

そもそも、『ユクサおおすみ海の学校』は、リノベーションシンポジ
ウムでブルースタジオ大島が鹿屋市を訪ねそのロケーションに
感動し、ポテンシャルを見出したことや、地元のまちづくり団体と
の出会い、そしてブルースタジオ代表の大地山の故郷であること
がきっかけでスタートしました。

菅原小学校跡地利活用策募集が行われたのは2016年。提案の
際、ブルースタジオは地元の鹿屋で街と不動産の再生事業を
行っていた株式会社大隈家守舎と協業しました。廃校になった
後も地元の人たちが日常的に使っていた場所なので、地域の日
常を壊すことのない計画を検討。「廃校になった場所に、子ども
と、かつて子どもだった大人たちを呼び戻す」というコンセプトの
もと、日常をコンテンツの中心に据え、訪れる人にとってそれらが
楽しみや癒しとなる場所にすることを目指しました。また、ブルー
スタジオが長年やってきたストック活用の知見と、地域の想いが
融合する場所として、再生後の姿が期待され、自治体の評価を
得て採択されることとなりました。

その後、本プロジェクトは国交省に認定され、民間都市再生機
構からの出資を受けるとともに、本件に共感する地元の金融機
関と共に同じ方向を目指すこととなります。また、鹿屋市漁業協
同組合の皆さんの力添えもいただき、最終的には、行政・地区の
町内会・地域の協同組合という、地域の３本柱との連携を強固
なものとしました。

結果として、鹿屋市自治体においても新たな取り組みによる地域
活性を目指す意欲ある人材が浮き彫りになり、ユクサ施設が半
官半民的な場の指針となりつつあります。また、天神地区の町内
会は、「あかりが消えていた学校にふたたびあかりが灯ったこと
が嬉しい」とイベントに積極的に参加をいただいています。軽ト
ラック市や地区運動会、しめ縄やカドマツ作りなどには、ユクサ
スタッフも参加し、共に過ごす機会を大事にしています。さらに鹿
屋市漁業協同組合の、来訪者へのおもてなしもたくさんしていた
だき、ユクサ開校パーティでは大漁旗漁船パレードを、またス
ポーツ合宿や大型合宿開催時には「鹿屋の自分たちの育てた魚
を食べて知ってもらいたい」と魚の提供や、解体ショーなども
行っていただきました。自らの事業や地域への振興意識の足が
かりとして、ユクサを捉えてくれています。

今回『GAKKO』というグローバルかつ先進的な取り組みを誘致
できた背景には、イアンさんの言葉にもあるように、ユクサの立
地・空間的な魅力だけでなく、自治体を含めた地元の協力があっ
たからではないでしょうか。「世界の子供たちに鹿屋の素晴らし
い思い出を持ってかえってもらいたい」というユクサチームの思い
の強さもあったと思われます。

GAKKOが今後10年間鹿屋で開催されることは、経済効果だけ
でなく、世界からここを目指して来訪し充実した時間を過ごすこ
とにより、地域の人々が今以上に地元にプライドをもてるように

なるでしょう。「自分が小さい時に感じたおおすみの圧倒的な空
気・美しさ」を感じてもらいたい、と大地山は話しますが、鹿屋だ
けでなく地方創生にかかわることの一つに「その地域の思い出を
持ってもらう」ことが大切だと考えています。未来を創る子供たち
の思い出が、将来その場所の未来をひろげる種子になることを
期待しています。

ユクサ開校から1年が経ち、ここを拠点に、鹿屋地域のクリエイ
ターも活性し始めています。ユクサをハコとキッカケにして自分た
ちが地域のために表現できることを実行しています。イベントプロ
デュース、デザイナー、アーキテクト、アスリート、料理人、など
ハッカソン・セミナー利用だけでない「自分たちで動き動かすイベ
ント」などが起きており、まさに地域がユクサを中心に変わり始め
ているのです。

2019年6月には約3ヶ月の制作期間を経てツリーハウスが完成！
柵などのペイント作業や、屋根用のトタンの色塗りなど、ワーク
ショップを通して大勢の方に関わっていただきました。天気の良
い日は錦江湾の絶景を楽しめる人気スポットです。

その他、仲良し数家族での旅行や社員研修での利用も。家族の
場合、海遊びや、校庭で花火、夜には天体観測などを楽しんだ
り、夏には校庭での水鉄砲合戦も大人気でした。社員研修では
校庭で運動会を開催。夜はバーベキューで大隅半島の食を堪能
した後、焚き火を囲みながらの宴会が盛り上がります。

ユクサで様々なイベントが開催されています！

国際サマーキャンプ「GAKKO」もやってきた

ユクサの歩みと地域の想い

廃校から、大隅半島の自然を楽しむ中長期向けの宿泊施設に生まれかわったユクサおおすみ海の学校。
開校から１年経った今、ここにはたくさんの方が訪れ、学校という場所と自然あふれるロケーションを楽しく活用していただいています。
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