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/āซஊ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-2-

U - 3 0 会員 2 0 0 人 増員

0āඌ

+200人

8人
41人

73人

H23 H24 H25



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-3-

1āդछ

ߍդݨ

￥35,716
SQRPC?K ޤੰݝ

約　         名738
2014 年 03 月 27 日現在

Еޤ

名13
当日入会、または２週間以内に入会した人

ওࣞޤϧܤ

名447

њऀܤϧޤওࣞ

名166



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-4-

~ 別の働き方、新しい生き方 ~

シゴトについて、
　　働くことについて、
　　　　“真剣に” 考えた。

ষȷɳɝȸȦɠ

F03 உǼþ״ȟњȃњऀȟੈǵǤǳþǑޢЕ
ǻɕȣĘɫɉȑଫǚݨǤǑܷࢡǸþࡩȑ৫њऀȟࢷ
ೱȟڃǕȘුǻষȷɳɝȸȦɠȟЭۙǤȋǤǬÿ

ऀǚǬǑൔȟؕޒǦȘǬȎǻþǑȋȋǴǸǷǑࢡǤ
ǑଫǚೱǵܬդĽȷȴɈȪɫȿɊɆȣɖȟۛॖॆǴ
ؕǦȘЭ৷ޤǬǮǘȖþǷǩڷǻଫǚೱǸڊǚੇǑǬ
ǻǘąؕ۳ǸݜȘȋǴǸǶȠǷঁǑþ߾ЕǑþѭଟǙ
ǏǰǬǻǘą͔ࢷ͔ࢷǻȹɈĘɪĘǸೖȌӓȗȋǤǬÿ

ଫǜǠǵǼऀǚȘǠǵą࠹ǻઌǤǙ̕ǑąȃǰǮȐǞ
ȷȴɈǷȠǘǤǬǜǷǑą
ǠȠǷؕ৩ޢЕǻ৫ǚǷɆĘɞǴǏȗЁ৮þ ଫǜǵǑ
Ǔѭଟ  þȟǗȏǤȚǗǘǤǜþǷǸȕȗׯࢩǸلȗڝ
ǓǵǷȗȋǤǬÿ

2āݨդ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-5-

Ĳ৫њǴ״ȟњȠǭǞșǶĳ
 �ϻ
���������

����#TVU�%JK[QFC

ഺஉƑൎ̲ࢷǻসդऀȟޢЕǸ߾ǤষǞǳ

ǑȘ״њϮÿമۥȟǕǳǚǬǠǻԮ৫

ǷդШǴɡȤɳȹɈɪĘɠǵǼ͔ॆȟЌǤþڷ

ȋǴǸǑܷݨȟୄݻǸЭǦȘƔࢷǙץߦǤ

ȋǤǬÿർௌǑȏǻǭǞȟȗ̟ǓܷݨǻɝĘ

ȿɫȦȧɖȵȤɈǻܷџࢷɊȫɠɩȱɳȿǢȠþ

୪എওǴݻԩݻȟඌ݊ǤǬޢЕ܂ȗǸȗ८

ȍLNM ৩னൔǢȠþȟĕǵǤǷǙ

ȖɤɉȫɪǻȕǓǸऀǚȘȻɫɕɪɎəĘȿĘ

ǑǤȋȘǏǚǠǢȠþǪǤǳ۴״บઌǵߩȋǑ

ǻೈߦȟɪɇȶȤɳǦȘɇȣɬȯȿĘ฿ٔ

ǢȠÿఘȖǼǷǩڷǻଷȟॐȀþЭ৷ǤǬǻǘ

ȟܹǑþؽڷǻݻಠǬǮǻଫǚೱĽऀǚೱȟڃ

ǕȋǤǬÿ

ݰă0./1உ ר6 01 /68..|

Еă111/?prq�Afgwmb_�ȳɟɥɋɆȣȹɚĘȹ

ՄܱăѶހЕޢLCLEM

ýýýѶހЕޢȨȳɏȦȹ

ýýýѶހЕޢഞցߑϬޛ

ýýýѶހЕޢȨȤɳȷȧɳɈɆȯɎɭȸĘ

ওܤϧࣞޤ

Еޤ

SQRPC?K ޤੰݝ

ϧњऀܤ

ߍդݨ

Е͟ ఫЕ͟

￥17,785約         名200
2014 年 03 月 27 日現在

ĮȲȹɈȹɔĘȫĘį

名3
当日入会、または２週間以内に入会した人

名40

名48名103

SA1業績

名55

いしまるあきこ
きっかけ屋・一級建築士
HEAD研究会フロンティア TF 副委員長

ナカムラケンタ
日本仕事百科代表

馬場 未織
NPO法人南房総リパブリック

林 厚見
株式会社スピーク共同代表
 「東京 R不動産」ディレクター

ĮɢɇɬĘȿĘį

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

ϧњऀ࠘৫њܤ
ऱ৫њýýý/1൮
�ٟդ৫њýޗ��1൮
ଊԼ݆৫њý���1൮
�৫њଊԼý߃��1൮
൰ݳ৫њý�����������0൮
ٟњͧ৫њý�������0൮

ূ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-6-

ĲݻಠǻܷݨǼݻಠǴǱǜȘĳ
 �ϻ
���������

����#TVU�%JK[QFC

ඦȘȏǻǸ߾ЕǑþЊੈǸǷǰǳڊବǤþ

ӢǲǑǬȖǪșǙܷݨǸǷǰǳǑǬþȋǢǸݻ

ಠǻܷݨȟݻಠǴǱǜǰǳǤȋǰǬࢷǬǮǙ

111/ǸߦȋȗȋǤǬÿȑșǽȑȘȈǶନǵ

ǙਥǕȖșþӹǙࢲǸ౫ǜܷݨ;ɊɪɯȤ&ऀդ'

ȟળ࠳ǦȘɊɪɯȤ৩̳ଟො݈ǢȠÿғ/3

ۤǴȋǮǲǜȗЕޢǻޢǸǷȗ̲Ƒƕஉ̲

ݨǦȘݨȟబȀЗȗȋǮǲǜȗѪବǸ߬ڧग़

դϬඊϠऎǢȠÿ৫њȵĘȯɫǻѪବǻ͐ȟ੶

ΡǤþڷȑɕȡɃȷɧɳդШǸ͔घȟଈǥȘܚ

�Lݡk_e_xglc ǻೈߦଅܽ۾ຄǢȠÿఘȖ

ǻΚǜवǰǬݝǵȌǷǛȘɐȤȿɪɆȣȟ߅

ǞþݻಠǻܷݨǼݻಠǴǱǜȘǵǑǓॐ৶ȅǻ

ϨࣵȟҖǥȋǤǬÿ

ݰă0./1உ ר./ 2 /68..|

Еă111/?prq�Afgwmb_�ȳɟɥɋɆȣȹɚĘȹ

ՄܱăऌଢɏȦȹ

ýýýĦѶހЕޢɡȾɳऌ߉Ļ`jsc�qrsbgmħ

ওܤϧࣞޤ

Еޤ

SQRPC?K ޤੰݝ

ϧњऀܤ

ߍդݨ

Е͟ ఫЕ͟

-￥118,132　         名214
2014 年 03 月 27 日現在

ĮȲȹɈȹɔĘȫĘį

名4
当日入会、または２週間以内に入会した人

名51

名31名113

SA2業績

名82

伊藤 洋志
ナリワイ起業家／全国床張り協会会長

木下 斉
一般社団法人エリア・イノベーション
アライアンス　代表理事

島崎 賢史郎
N magazine 編集長／明治大学 4年生

ナカムラケンタ
日本仕事百科代表

ĮɢɇɬĘȿĘį

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

ĮȳɡɳɆĘȿĘį

ϧњऀ࠘৫њܤ
൰ݳ৫њý���������//൮
ऱ৫њýýý���5൮
ଊԼ݆৫њý���3൮
χౣڧต৫њý���2൮
ٟњͧ৫њý�������1൮
ੈρ৫њýý���ý0൮
Ղต݄ࠥ৫њý���0൮

ূ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

ĲൔǻٟൣǻǦǙǬĳ �ϻ
����������

����#TVU�%JK[QFC

߬ǻउǞ౿ǑֹǴǼǷǑþǠșȋǴǵǼǿǵ

͋ǓϬǲǜȗĂǲǜȗǻϨࣵȟݖǬǮǸ

ǕǳǜșȘ״ߦٟݎਦǙؕșǳǑȋǦÿΐ

ǜߩȌষǞǬǑǵ݉ǓϬǲǜȗȟඌ݊ǤþǱǷ

ǙȘࢷǻȖǤȟǘǸǦȘȋǮǻٟൣঐͯ

शฆ౭ǢȠÿՂǸȟବǘǤǷǙȖþטधǻ״

ȰɃǵǜȘϬȟǱǜȘǬȎǸɇȶȤɳǘȖݰǸ

ǼݎȟҌǚڴȠǴٟݨȋǴݻಠǬǮǴڊǓৃ

ٟߦਦF_lbgFmsqc�npmhcar ǻϧଟ͔׆ǢȠÿ

͐Ǹ൙ੇǤǷǙȖþซঁǻϬȟߩȌĂࢷĂ

धޤבǵǵȏǸǱǜȘ࠺ǢǷٟൣǱȌǚधב

ǻϳඞǢȠÿଊԼޢٟݎ P ౪ବܬǻܷџࢷǻ

னࣽাǢȠȟȳɡɳɆĘȿĘǸఘȖǻӛࣶз

ஊǸǵȖȜșǷǑଫǚೱǵþൔǻ܂ȗǻ݃

ȟǣǰǜǽȖȠǸلȗڝǑȋǤǬÿ

ݰă0./1உ ר0/ /1 /68..|

Еă111/?prq�Afgwmb_�ȳɟɥɋɆȣȹɚĘȹ

ՄܱăѶހЕޢȯɫĘȺ

ওܤϧࣞޤ

Еޤ

SQRPC?K ޤੰݝ

ϧњऀܤ

ߍդݨ

Е͟ ఫЕ͟

-￥2,500
2014 年 03 月 27 日現在

ĮȲȹɈȹɔĘȫĘį

名3
当日入会、または２週間以内に入会した人

名38
ϧњऀ࠘৫њܤ
൰ݳ৫њý�����������7൮
മ৫њýýý���2൮
ऱ৫њýýý���2൮
ଊԼ݆৫њý���1൮
Ղต݄ࠥ৫њý���0൮
χౣڧต৫њý���0൮
�৫њଊԼý߃��0൮
ٟњͧ৫њý�������0൮
৫њýýýýýূ

名45名98

SA3業績

名53

つみき設計施工社

迎川 利夫
相羽建設常務取締役

ĮɢɇɬĘȿĘį

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

-7-

加藤 渓一
HandiHouse project

河野 直

　         名269馬場 正尊
建築家／Open A 代表

ĮɢɇɬĘȿĘį

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

ĮȳɡɳɆĘȿĘį



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

ĲϬǵǑǓþ
ýýýýǜǳࢡǤǑܷݨĳ

ϻڿ
��������

����#TVU�%JK[QFC

ǵǤǳѪඦǤǬࢷவۍǻȋǮǻإٴ৩Ǹݰإٴ
ൡҶǻ੮ජࢷĴϬĳÿؕ৩ǻമǻߺ͐ǻ
ȨɪȢۚऀɗɭɇɥĘȹĂɞɍȸɡɳɈȑþ౪
ବܬΊĂҩซǻർǴþǠǻǑ੮ජࢷǙǸ
ǷǰǬȕǓǷǙग़ڧǴѪǘǢșǳǑȋǦÿ
ଊਵৢǵǑǓȨɪȢȟหГǤǳɞɳȷɧɳǸ
ȖǤȟќǤȍߩൡǻȳɟɥɋɆȣȟऀȌ߾ǤǱ
ǲǞȘɞɳȷɧɳȪĘɊĘǻऌඊࠑǢȠÿȯɪ
ȨȤɆȣɖɇȣɬȯȿĘǵǤǳþ֑ǚϬǭȖǞ
ǻϐ݆ܥඔϔ੮ǸƒƐƐ̲ǻݨդޤȟȋǮߦ
ङǢǨȘΌǻɗɭɇɥĘȵĘǻ൰घ৲ൖǢȠÿ
֡മǻ֑ǚϬǸǱǛǱǛǵԭޤߩȟߩȋȜǨ
͐ǸࢡǤǑࢷȟǶȠǶȠ؞ȀǠȍ̳ଟ݄͉ۮǢ
ȠÿɕɭɳɆȣȢ RD̹͟ଆૢොಳȟȳɡɳ
ɆĘȿĘǸ״ȑ౪ବܬȟњȠǭȜǞǴǼǷǑ
ǻǸþఘȖǼǶǓǤǳǠǓǑǓѪବȟǤǳǑȘ
ǻǘþǪǤǳϬૈǙǶǓȑșǽؕ৩ǻࢡ
ǤǑܷݨǸǷȗǓȘǻǘȟЕȟҌǚڴȠǴຍ
ǤڝǑȋǤǬÿ

ݰă0./2உ ר1 2 /68..|

Еă111/?prq�Afgwmb_�ȳɟɥɋɆȣȹɚĘȹ

ՄܱăѶހЕޢ�आ̨ॸĂࢣǻњٱ

ýýý͔ఄޢਦࢷɪɎəĘȷɧɳȋǮǲǜȗȻɳȿĘ

ওܤϧࣞޤ

Еޤ

SQRPC?K ޤੰݝ

ϧњऀܤ

ߍդݨ

Е͟ ఫЕ͟

￥138,563
2014 年 03 月 27 日現在

ĮȲȹɈȹɔĘȫĘį

名3
当日入会、または２週間以内に入会した人

名37

名133

SA4業績

青木 純
株式会社メゾン青樹

明石卓巳
株式会社レイデックス

伊藤菜衣子
暮らし方冒険家／ #heymeoto

ĮɢɇɬĘȿĘį

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

-8-

　         名255

ϧњऀ࠘৫њܤ
൰ݳ৫њý�����������5൮
ଊԼ݆৫њý���1൮
ऱ৫њýýý���1൮
Ղต݄ࠥ৫њý���0൮
�ٟդ৫њýޗ��0൮
ցٟߑդ৫њý���0൮
њͧߚ৫њýýý���ূ

島原万丈
HOME'S 総研所長／リノベーション住宅推進協議会

嶋田 洋平
株式会社 らいおん建築事務所

ĮȳɡɳɆĘȿĘį

名42 名91



3ā̹͟ɡɃȻĘȸ

FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-9-

ടǬǮɕɭɳɆȣȢRDǼþњऀɡɳɐĘȟੈǸǤǳѪବȟڊǰǳǑȘÿ
״ĳǵ৮ǤǬȷɳɝȸȦɠǴǼþ״ǱǻؘþǪǻरǻއஉǻĲ܆
Ă౪ବܬǻܬդǙþǠșǘȖٖǘǓरǸǱǑǳшШǻɕɭɳɈɩɳɊ
ĘǸǗΡǤǑǬǭǚԂຊǤǬÿǪǻුǼؕ۳߾ࠎయȟࢴȎǳǑȘÿ

ǻɕȣĘɫݨդǻ৫ҙӟǸþടǬǮǻܷܬǻܬĂ౪ବ״உǼþڷ
ɉǼǶǻȕǓǸȜǰǳǑǜǻǘþമࢷǻߩȋǑೱþଫǚೱþǱȋȗ
ȖǤೱǼǶǓȜǰǳǑǜǻǘȟਗȗǬǑǵ݉ǰǬÿିǸ״Ă౪ବ
Ǒ৫њǴњȃڷǙǶǻȕǓǸȜǰǳǑǜǻǘǼþݨǸȋǱȜȘܷܬ
њऀǸǵǰǳǼۛȏҸǻǏȘɆĘɞǴǼǷǑǘǵڃǕǬǘȖǭÿ

ଅ؎ൎǢȠǸɊɓȲĘɈȟǗӊǑǤǬग़ܿЗþఫǸகǑ૮ਧޤǬǮ
ǵǻޑǻژǑԂຊǙ֥ȗ٣ǟȖșǬǵ݉ǰǳǑȘÿǠǻԂຊȏ߾Ǹٖ
ǞǬ܂դȟЭ݁ǤȕǓǵ݉ǰǳǑȘÿ

ǢǳþƒƐƑƔஉǼþĲǠșǘȖǻݰ৩ǸԟȎȖșȘ״ǻࢡǤǑՑ
͑ĳǸǱǑǳڃǕȕǓǵ݉ǓÿܬդǻڊǜरþࢡǤǑܷݨǻǏȗೱǵǜ
șǽþǪșȟਖǓ۴ࢷǻࣶ͑ǸǱǑǳԂຊǦȘǻǙǤǰǜȗǜȘǵڃǕ
ǬǘȖǴǏȘÿ

ǸടǼɕؽȟȑȗǚǰǳƒƐƑƔஉȟۛ܂դþդþՑ͑ǠǻƓಊܬ
ɭɳɆȣȢRDǻ̹͟ȟǤȕǓǵ݉Ǔÿ

ȏǰǵǜǳȏǰǵɑɯɕɫǴȏǰǵൔǙǕǳǑȘՋǷɕɭɳɈ
ɩɳɊĘǸݱӜ̹͟ȟ৻ǪǓǵڃǕǳǑȘÿ

ࢡȎǳþࢴԤЕǵɕɭɳɆȣȢRDȟȋǦȋǦॖǸǻ͔உþFC?Bؽۛ
ǤǑൔȟȌȠǷǵ͔ࠝǸǮȔǰǵǴȏтҶȘǠǵǙǴǚǬȖþǵ
݉ǰǳǑȘÿ

“フロンティア、もっと前へ！”

フロンティアTF委員長



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

4āɢɇɬĘȿĘȳɩɠ +/

-10-

　“「シゴトオルタナティブ～別の働き方、新しい生き方」というシンポ
ジムのコンセプトは、主に対象となっている学生や若い社会人にとって
はずいぶん挑発的な、あるいは意欲的すぎるものだったかもしれない。”

FC?BԤЕǻซݨǴȏǏȘࡊী͔ߖଊ

Լ৫њՑ߈Ǽþۛ҉ࢡǻĴ״ęࢡǤǑܷݨ

ǻǘǬǮýǻܬդǘȖǻܬդȅĵǻੈǴ

ǠǓلȘÿĲڷþമǻ״ǻܷݨǼ࠺ߺǤ

ǳǑȘÿ࠻ǷǜǵȏৃǜǻࢷǙǪǓ݉ǰǳǑ

ȘÿǭǵǤǬȖþ״ǵǑǓಠඞǻĴܷݨĵ

ǵǤǳǻϨࣵȏ࠺ߺǤǳǑȘǠǵǸǷȘඥ

ǭǙþ۱ޒǼԓǭÿ״ǵǑǓಠඞǻĴܷݨĵ

ǻϨࣵǼþڷȋǢǸ৫ǚǜъǙȘݰӟȟ଼

ǳǑȘÿĳ

ýǦȘǸþޢЕǘȖԟȎȖșȘ״ǵǑǓ

ಠඞǻĲܷݨĳǻරȗෛǙුǤǳǳǑȘ

ǵǑǓǠǵǭÿǪǤǳ৫њǻ״Ց͑ǵࢴ

݊ଯǻϥਯұǙǪǻϡǸτǴǚǳǑǷǑ

ǵǑǓǠǵǴǏȘÿǪǻՕҶǙɕɭɳɆȣȢ

ĦĽՉШॆħǴǏȗþȪɫȿɊɆȣɖĦĽ৩

ড়̮ħǴǏȘÿ

ýǠǻӋЌǻலׄǸǼþമǻ״Ց͑Ǚݰ

৩șǸǷǰǳǑȘǵǑǓඔ৮̽ށǙǏȘÿ

0./1உǼࡏएণएॖǻ֊ǞڴȌߋǵ

ଊഞಒՙߋǙ߳Ƿȗþ״դШǼԕǤȃȗ

ǻٛՓǸಜǑǬǙþǪșǴȏɐɫɖӜǸ/5.

ൎإǻࢡߩ৴ȟԽԩǤǬȕǓǷࣲǑǼȏǼ

ȑǷǜþǠǻरǼ࠻ٕؒࢷǵۥǻતǸ

ȕǰǳþࢡ״ಞǻԽԩǸȈǵȠǶǻ߳ȟ

ਸǜമǻ״धդǼٳনૈǷ౪Փþకþݰ৩

ૈǸජѦȟߘǕǱǱǏȘܬդǵǷǢșǳǑ

ȘÿǪǻȕǓǷݰ৩லׄǻȏǵþ״њऀǻ

ĳ״ٕǼरۭȗþ৫њĂ৫њͧǴњȠǭĲߐ

ȟѪǘǦǙമޢЕǻੈǸǼǷǜǷȗǱǱ

ǏȘǵǑǓಸҖǙþǑ״۴ࢷǻซǸ

ъǙǰǳǑȘÿ

ýǤǘǤþؕޢޒЕǘȖǻ״ШȅǻउǼ

ǪǓਓࠑǷȏǻǴǼǷǑÿ
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4āɢɇɬĘȿĘȳɩɠ +0
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ýग़ 2 ЗǻষȷɳɝȸȦɠǸטǕǬǻȆ /4 ࢷ

ǻȲȹɈĦɑɍɩĘǵȳɡɳɆĘȿĘħǼþǠǵ

ǡǵǜ״ǵǑǓĲܷݨĳǻȪɫȿɊɆȣɖȟ

ؕǤǬЭ৷ޤǭǰǬÿఘȖǼȋǬݻȖդȟӭǠǤ

ǬǑȜȓȘɔɳૈࢷחǷૈࣵǘǱൕૈǷȿɬ

ɳɈǭǰǬǬȎþњऀȑǑޢЕࢷǸǵǰǳǼ

ǘǰǬǘȏǤșǷǑǵǑǓӍᆋژĕɏĘɉɫǙ࠻

ǼܶȘÿǑȑþǪșซǴǦǰǳऄǙಭǠǕǪǓ

ǭÿ

ýǤǘǤþ2 ЗǻȷɳɝȸȦɠȟઌǤǳþݖǼɢ

ɇɬĘȿǵǤǳĲߐǦȘǷÿӭդǨȕÿĳǵǑ

ǓɡɃȻĘȸȟ௧ǤǬǱȏȗǼǷǑÿѐǘǸࢡ

ǤǑȳɳȻɗɈǸȕȘӭդǼݰ৩ǸԟȎȖșǳǑ

Șॐ৶ݚǴǼǏȘÿѐǘǸࢡǤǑȳɳȻɗɈǸȕ

ȘӭդǼݰ৩ǸԟȎȖșǳǑȘॐ৶ݚǴǼǏȘÿ

ȲȹɈǻຍȟþतĂȏǰǵȏսǑ࠘ǴಭǞǬ

ǠǵǼޒǻǵǠȚþࢲݻݖǙȕȗȏܻםȟ߅Ǟ

್ՋǸǷǰǬÿ״ȟњȠǭǠǵǙǷǜþȵɩɪĘ

ɞɳǻ؋ǤǘǷǑݖǸþ״њऀǻࢡǤǑଫǚ

ೱǸҸǦȘষȷɳɝȸȦɠǻɢɇɬĘȷɧɳ

ȑǰǳǵׂৗૣຍ͔മǴ̵ǤǳǜȘɕɭɳɆȣ

Ȣ RD ̹͟ȏǶǓǘǵ݉ǓǙþڷЗǻɢɇɬĘ

ȿǼǘǷȗජ଼ǴǏǰǬǵ݉Ǔÿଆૢොಳݓǻ

ȃȗǸþǏȖǬȎǳҖޥǻ̽ȟǤǳǗǚǬǑÿ

ǤǘǤଭݰǸþӋդǸߐǤǳþ८ǻੈǴࢡǤ

Ǒܷݨȟ܂ȘĂࢡǤǑଫǚೱȟൿ܋ǦȘǠǵȏȋ

ǬࢡǤǑॐ৶ݚǴǏȘÿǪșǙϨǷݰ৩ǴǏȘ

Ǥþইǜ৫ǚǜܷџǞȕǓǵ݉ǓǷȖරْǷॐ৶

ǴǏȘÿݚ

ý߳ǷǻǼسෟֻǴǼǷǑÿǪșȕȗȏԂຊ

ȟՂරǤǬǑǻǼþĲȑȗǬǑܷݨȟ܂ȗ߾Ǧĳ

षธǴǏǰǬȗþĲٛǚȟܷݨǸǦȘĳǏȘǑǼĲܷ

ǕȑଫǜȹȿɳȹٳȟٛǚǸǷȘĳǬȎǻþݨ

ǻȗೱǴǏǰǬȗþ٣ǜؘǕǽþܷݨȟઌǥǳ

ૈǸऀǚȘਰֽǴǏȘÿǪǻȕȟऀࢷಠǻݻ

ǓǷȤɡĘȸǙǑੰޤߞǸӖಠǘǴȏȜǰǬ

ǷȖǽþɢɇɬĘȿǵǤǳǼӒǤǜ݉Ǔÿ

ýۛؽǸૈࢷǷҖঁȟ౫ǞϧǕǢǨǳǑǬǭǞ

șǽþȋǢǸȪɫȿɊɆȣɖȟؕǤǳǑǳǑȘ

FMKCģQ ওĂFC?BԤЕ

ଅ؎ൎ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

5ā૮ਧޤȳɩɠ
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ý״ǵ౪ବܬǵǑǓݩǬդШǙþޒ

ǼսǜǳιǑǵǑǓޒǙǏȗȋǦÿ

FC?BԤЕǼþǪǻƒǱǻդШȟǥ

ȜǥȜǵೖȌӓȖǨџǞڝȜǨȘǠǵ

ǴþऀȋșȘࢡǤǑĤବǚĥǭǵҖǥ

ǳǑȋǦÿǪǻੈǴɕɭɳɆȣȢ RD

ǼþњऀȑǑ࣬৩ǵՂǸෛĕǷϨ

ࣵȟؕǦȘĤఎ८ĥǻȕǓǷȏǻǴ

ǼǷǑǴǤȔǓǘÿ

ýȷɳɝȸȦɠĲȷȴɈȪɫȿɊɆȣ

ɖýࠗЗă৫њǴ״ȟњȠǭǞșǶĳ

Ǹ૮ਧǤþݖǼࢲݻǻ/.உҶǻෛĕ

ǷȷȴɈĦĽ״धבǘȖɞȹɡɇȣ

ȢଗħȟઌǥǳĲ״њϮޤࢲ߾ǙǶ

ǠȋǴȷȴɈǻಓȟ٣ǟȖșȘǻǘĳ

ȟؕǤȋǤǬÿ૮ਧؽþݖǻȷȴɈ

ǸҸǦȘ۴ǙণǕǬǻȏþൔȅǻ

ϨࣵȟҖǥǬࢷǬǮǙǑǬǘȖǴ

ǤȔǓÿ

『フロンティアな “番組” づくり』

第一回登壇者
きっかけ屋・一級建築士・フロンティア TF 副委員長

いしまるあきこ

ýݖǼ૮ਧޤǻǿǵȗǴǤǬǙþɕɭ

ɳɆȣȢ RDǻ̹͟ȏൣȎǳǑȋ

ǦÿȑฎǻǶǮȖȏ؋ǦȘǠǵǼþ

ǶǮȖǻตǸǷǰǬݰǴȏూǧජต

ǮȋǦÿɕɭɳɆȣȢ RDǼþޢЕࢷ

ǻ̹͟ȑ̹͟ǻূǸþњऀɡɳ

ɐĘǸȕǰǳࣶٳǢșþఘȖǸȕǰǳ

ଔǻȤəɳɈǙବǑǳǑȋǦÿఘȖ

ȏЗȟࢴȎȘǡǵǸૈݻǸବǚ߾Ǥþ

ǪșǫșǻۡȟѪǘǤþൔǻȷȴ

ɈǸץȀǱǞǳǑȋǦÿ

ýǢǳþǠǻĤఎ८ĥǼþ૮ਧޤȑɊ

ɓȲĘȿĘǭǞǴǼǷǜþұԐþ΅Ί

ȹȿɃɕǸȕǰǳࣶȗตǰǳǑȋǦÿ

ีǑĤఎ८ĥǵǑǓǻǼþǪǠǸҸȜ

Șग़ǳǻࢷǸȕǰǳॵȖșȘǻǴǼǷ

ǑǴǤȔǓǘÿǠșǘȖȏষǜɕɭɳ

ɆȣȢǷĤఎ८ĥǲǜȗǸܤϧǤǳþ

ՂǸൔȟॵȗ߾ǤǳǞǬȖ٢ǑǴ

Ǧÿ



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD -13- ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

フロンティア TF メンバー
明治大学

秋山 菜保子

ȷȴɈǰǳþଫǜǰǳþǶǓǑǓǠǵǭȚǓÿ״धդШǼþ࠺ߺǤǳڊǜǵؘ
ȜșǳǑȘǤþൔǼ̭ǑǻǘǷǏþ״њϮǻњऀǸǼ״धդШǤǘଷǼǷ
ǑǻǘǷǶþଫǜǠǵǸǤǳ౪̪ǽǘȗǴǤǬÿǪȠǷǠǵȟڃǕǳǑǬ
0./1உǻࠃþ̹͟ǻଆૢǢȠǻþĥ״њϮǻњऀǼǬǭਰȖǷǑǭǞǴ
മଔǸǑȚǑȚǷॐ৶ݚþϨࣵǙǏȘȠǭĥǵǑǓؘǸোǬșþ/உҶ
ɕɭɳɆȣȢ RDǸׂȜǰǳڊǜǠǵȟעȎȋǤǬÿ

ǪǓǤǳȷȴɈȪɫȿɊɆȣɖȟઉǑǘǞǬ/உҶǼþĥ౷ઌǻĥߐѪବǴ
Ǽ߾ЕǕǷǑೱĕǵǻܻૈםǷ߾ЕǑǼȏǮȚȠǻǠǵþऀȋșǳࠗȎǳǻ
ǕǳǜșȘњऀǻଯǴ΅ΊǦȘ৫ǢǵþӪൿǻȤəɳɈȟњऀࢷ../
ҶȑɕɭɳɆȣȢ RDǻೱĕǻරȗ୭ǢÿǠșȖȟઋҖǤǳǑȘҶǸþ՟ǜ
ȈǶǏǰǵǑǓҶǸЅǛǳǑǚȋǤǬÿࢲݻݖȟǼǥȎþ΅ΊǸҸȜǰǳǜș
ǬњऀɡɳɐĘǸǵǰǳȏþഌșȖșǷǑ؋ǸǷǰǬǵ݉ǑȋǦÿ

৬ܢЗǻ૮ਧޤF_lbgFmsqc�npmhcarǻϧଟ͔׆ǢȠǙࢰڽЕǻ҅யǻǵǚǸþ
ǠȠǷǸՠǰǳǑȋǤǬÿ
 ൔǼࢩǰ̭ǴǕǷǑȠǥȐǷǑÿȋȃǤǦǛǳඌǙǜȖȠǴǑȘǘȖĆ  

Ǡǻؘȟþ࠹ȅǻӕഐȟÿग़ڧǻȷȴɈǸஔȍњऀǸਰǰǳȏȖǑǬǑǵ
݉ǑȋǦÿǪǻǬȎǸȏؕ۳þȷɳɝȸȦɠǻࠟचϡȟࢴȎǳǑȋǦÿ

ǓǻǼȋǭڝǼǠșǘȖþ0உҶ৫њͧǸઌǑȋǦÿമьૈǸȷȴɈǵٖǚݖ
रǴǦǙþȷȴɈȪɫȿɊɆȣɖȟઌǤǳଫǜǰǳϣąǵƑஉҶڃǕǬǠǵþ
ষȷɳɝȸȦɠȟߘݨวǴǚǬǠǵþ࠹͔ࠝǸȷȴɈȟǤǬǑǵ݉ǕȘ
ҶǙǑȘǠǵǸݻȟȏǰǳþӯǘǤǑൔǴଫǜǠǵȟќǤȌǸÿ

ȋǴൣȟग़ǓǦؽǷǙȖɗɭȸȧȯɈɞɍĘȸɣĘǵǤǳۛޤǸþൔ߽ؽۛ
ȘǬȎǸ๑ȋǤǳǜșǬरழþǕǳǜșǬњऀǻҶǬǮþǰǳǜșǬ
FC?BԤЕǻȌǷǢȋǸࢦǜҖޥǑǬǤȋǦÿǠǻरȏþǶǓǫȕȚǤǜǗ
ӊǑǑǬǤȋǦÿ

6āњऀɬɝĘɈ



�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
参加費（シンポ／一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,000 　　　　39 　　　　  ¥39,000
参加費（懇親会／学生） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,000 　　　　  6 　　　　　¥6,000
参加費（懇親会／一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,000 　　　　37 　　　　  ¥74,000
協賛金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥50,000 　　　　  4 　　　　¥200,000
収入合計  　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ¥319,000

Ķߍǻಊķ

Ķ߾ǻಊķ

�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
シンポジウム会場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥61,250 　　　　   1 　　　　   ¥61,250
懇親会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ¥58,474 　　　　   1 　　　　   ¥58,474
登壇者謝金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥90,000 　　　　   1 　　　　   ¥90,000
UST撮影料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥40,000 　　　　   1　　　　　    ¥40,000
広告費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥20,350 　　　　   1 　　　　   ¥20,350
雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥17,141 　　　　   1 　　　　   ¥17,141
スタッフ交通費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥2,000 　　　　   7 　　　　   ¥14,000
支出合計  　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   ¥301,215

SA1収支   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥17,785

7ā۶ൣȻȯȷɧɳĦQ?/ħ

FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1-14-



�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
参加費（シンポ／一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,000 　　　　35 　　　　  ¥35,000
参加費（懇親会／学生） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,000 　　　　15 　　　　  ¥15,000
参加費（懇親会／一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,000 　　　　24 　　　　  ¥48,000
協賛金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥54,200 　　　　  1 　　　　  ¥54,200

収入合計  　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ¥152,700

Ķߍǻಊķ

Ķ߾ǻಊķ

�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
シンポジウム会場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥56,000 　　　　   1 　　　　   ¥56,000
懇親会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ¥53,810 　　　　   1 　　　　   ¥53,810
登壇者謝金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥80,000 　　　　   1 　　　　   ¥80,000
UST撮影料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥38,000 　　　　   1　　　　　    ¥38,000
広告費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥18,500 　　　　   1 　　　　   ¥18,500
雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥12,522 　　　　   1 　　　　   ¥12,522
スタッフ交通費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ¥2,000 　　　　   6 　　　　   ¥12,000
支出合計  　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   ¥270,832
SA2収支   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  -¥118,132

ドリンクチケット差額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥500 　　　　  1 　　　　　   ¥500

FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

7ā۶ൣȻȯȷɧɳĦQ?0ħ

-15-



�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
参加費（学生） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥1,000 　　　　27 　　　　  ¥27,000
参加費（一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  ¥3,000 　　　　49 　　　　¥147,000
協賛金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥50,000 　　　　  1 　　　  　¥50,000

収入合計  　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ¥224,000

Ķߍǻಊķ

Ķ߾ǻಊķ

�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
シンポジウム会場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥42,000 　　　　   1 　　　　   ¥42,000
懇親会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ¥38,966 　　　　   1 　　　　   ¥38,966
登壇者謝金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥70,000 　　　　   1 　　　　   ¥70,000
UST撮影料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥33,000 　　　　   1　　　　　    ¥33,000
広告費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥18,660 　　　　   1 　　　　   ¥18,660
雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥17,874 　　　　   1 　　　　   ¥17,874
スタッフ交通費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ¥1,000 　　　　   6 　　　　     ¥6,000
支出合計  　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   ¥226,500

SA3収支   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   -¥2,500
FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

7ā۶ൣȻȯȷɧɳĦQ?1ħ

-16-



�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
参加費（学生） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥1,000 　　　　24 　　　　  ¥24,000
参加費（一般） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  ¥3,000 　　　　87 　　　　¥261,000
協賛金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥50,000 　　　　  2 　　　    ¥100,000
テキスト販売利益                                                                                              ¥7,580　　　　　   1        　  　　      ¥7,580　　　　　
収入合計  　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ¥392,580

Ķߍǻಊķ

Ķ߾ǻಊķ

�ඌýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýਓϥýýýýýږ��ุࣞý��ýýվѝ
シンポジウム会場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥54,600 　　　　   1 　　　　   ¥54,600
懇親会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ¥44,142 　　　　   1 　　　　   ¥44,142
登壇者謝金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥40,000 　　　　   1 　　　　   ¥40,000
登壇者交通費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥62,990 　　　　   1　　　　　    ¥62,990
UST撮影料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥33,000 　　　　   1 　　　　   ¥33,000
雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥19,285 　　　　   1 　　　　   ¥19,285
支出合計  　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   ¥254,017
SA4収支   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ¥138,563
SA全体収支   　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ¥35,716

FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

7ā۶ൣȻȯȷɧɳĦQ?2ħ
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FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1

~ 別の働き方、新しい生き方 ~
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株式会社NENGO　　  株式会社北九州家守舎
株式会社エコハウス　株式会社エインシェントテクノロジー⋛
青豆ハウス　（株式会社 メゾン青樹×blue studio）⋜
株式会社クルーズ⋝
株式会社西粟倉・森の学校
一般社団法人リノベーションまちづくりセンター⋞



FC?BԤЕýɕɭɳɆȣȢ RD ȢɋɥȢɫɬɝĘɈý0./1
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