記者提供資料（平成２９年２月２０日）
神戸市住宅都市局 計画部 計画課

松浦 ・ 西馬 TEL：078-322-6603 FAX：078-322‐6095

（一財）神戸すまいまちづくり公社 住環境再生部

小川 ・ 横田 TEL：078-222-0186 FAX：078-222-0106

団地再生プロジェクト（高倉台団地）
「団地カエル in 高倉台」イベント始まります！
神戸すまいまちづくり公社では、神戸市の計画的開発団地リノベーション推進の取り組みと連携し
て、須磨区の高倉台団地において、既存住宅の流通促進に取り組んでいます。
この度、
「団地カエル in 高倉台」と銘打ち、２～５月にかけて、リノベーションの過程を段階的に
公開し、団地住まいやリノベーションを楽しくするイベントが始まります。
買える！替える！帰る！変える！カエル！どのカエルからでも是非お気軽にご参加ください！
1.「団地カエル in 高倉台」のスケジュール（詳細は別添チラシ参照）
◆平成 29 年 2 月 25 日（土曜）
（詳細チラシ参照）
第１弾「団地に帰る＆高倉台 10 団地 46 号棟 101 号室リノベ前内覧会」
・子育てを機に団地へ帰ってきたご夫婦の実体験をもとに、団地購入の経緯やリノベーショ
ン・ＤＩＹの真相、今後の暮らし方の提案を語っていただきます！
◆平成 29 年 3 月 12 日（日曜） 第２弾「空室を買える～購入のコツ教えます～」
・団地を購入する場合、実際いくらで買えるか、ローンについてなど購入のコツを団地不動産
に詳しい建築士の方に教えていただきます！
◆平成 29 年 4 月 22 日（土曜） 第３弾「DIY で替える～DIY イベント開催～」
・リノベーション中のお部屋でＤＩＹイベントを開催します！
◆平成 29 年 5 月 13 日（土曜） 第４弾「団地を変える＆101 号室完成お披露目会」
・団地のイメージをリノベーション！完成したお部屋のお披露目と同時に播磨町の団地コーポ
ラスはりまで住まい手としてコミュニティファシリテーターとして活動されている方のお
話を伺います！
（※各回の詳細については、
「団地カエル in 高倉台」ＨＰ, Facebook で随時案内予定）
２．併催イベント（予定)
各回のイベントに合わせて、高倉会館で「すまいの何でも相談会」の実施、神戸市や神戸すま
いまちづくり公社やすまいるネット、公社と連携する大学の取り組みなどをご紹介する展示等を予
定しています。
３．問合せ先
・
「団地カエル in 高倉台」に関するお問合せ
㈱フロッグハウス TEL : 078-945-7176
・高倉台団地での取り組みに関するお問合せ
（一財）神戸すまいまちづくり公社 住環境再生部 支援課（担当：横田、宇津）
TEL：078-222-0186 FAX：078-222-0106
４．参考
・
「団地カエル in 高倉台」ＨＰ
: http://danchikaeru.com/
・
「団地カエル in 高倉台」Facebook : https://www.facebook.com/danchikaeru/?ref=ts
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では、高倉台団地への若年層の
流入と既存住宅流通促進を目指
し、リノベーションモデルルー
ムの整備活用を計画。
実施にあたり、空き家の掘り起
こしや新たな住まい手の発掘に
繋げて行くためにリノベーショ
ンの過程を段階的に公開する設
計・工事を行います。
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2/25( 土 ) 団地に帰る &101 号室リノベ前内覧会
子育てを機に団地へ帰ってきた中原ご夫婦。実体験をもとに、団地購入の経緯、
リノベーション・DIY の真相、今後の暮らし方の提案を語って頂きます。
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3/12( 日 ) 空室を買える
今、団地を購入する若者が増えています。団地不動産の吉永健一さんをお迎えして、実際いくらで買えるの？ローンは？
など購入のコツを教えて頂きます。

4/22( 土 ) DIY で替える
リノベ中の 10 団地 46 号棟 101 号室で、DIY イベントを開催！

※詳細は HP を
ご覧ください。

5/13( 土 ) 団地を変える &101 号室完成お披露目会
団地のイメージをリノベーション！完成したお部屋のお披露目と同時に、NHK「サキどり↑」にご出演した佐伯さんのお話。

お問合せ：株式会社フロッグハウス

TEL:078-945-7176 MAIL: share.guest.house@gmail.com
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促進を目指し、リノベーションモデル
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《途中参加 ・ 途中退出自由です。お気軽にお越しください》
10:00〜
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11:00〜

13:00〜

14:00〜

15:00〜16:00

イベント案内 ・ パネル展示 ・ 神戸女子大学連携展示
工事前のお部屋を公開 & リノベ相談会
レクチャー

リノベしてお住まい！
5-1 団地 12-301 号室

DIY ワークショップ【要申込】

リノベ部屋公開！

売り家公開！

売り家公開！ いくらで買えるの ?

※当日配布される MAP を
ご覧ください

レクチャー「団地に帰る！団地 DIY のススメ」
語り手：majakka 中原秀章さん ・ あずささん

どうやって替えるの？

会場：5-1 団地 12-301 号室

家具と額縁を製作・販売する工房とお店「majakka」
を運営している中原さんご夫妻。
奥様のあずささんは団地で生まれ育ち、団地の魅力
を知り尽くされています。この度お子様の成長とと
もに、一度はなれた 団地暮らし を再びスタート
させました。
また、ご自宅を購入後は、DIY イベントを大勢の方
に体験してもらいながら、リノベーションを進めら
れました。今回のイベントでは、中原さんご夫妻が、
なぜ団地に帰ろうと思ったか、団地で DIY するスス
メ、今後の展望を語っていただきます！

会場：須磨区高倉台４丁目２（高倉会館）ほか
お問合せ：株式会社フロッグハウス
TEL:078-945-7176
MAIL: share.guest.house@gmail.com

同時開催！ 13:00〜15:00
「トイレ考ワークショップ」

majakka 中原さん主催 DIY イベント。
こちらへの参加はお申込みが必要。
詳しくはこちらから↓
Web サイト「団地から。プロジェクト
in 高倉台」

次回予告：

3/12 ( 日 )
“空室を買える”
をテーマに開催予定です。

※駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。
※近隣の皆さまのご迷惑になりませんよう、ご配慮をお願いいたします。

