
＜お問合せ＞

認定 NPO 法人市民セクターよこはま

TEL：045-222-6501

＜主催＞神奈川県　／　認定NPO法人市民セクターよこはま

＜協力＞株式会社エンジョイワークス、 株式会社太陽住建

テーマは、 様々な人や組織が結びついた 「ソーシャルプロジェクト」

逗子や横浜などの取組み事例を現地訪問し、 みなさん自身のプロジェクトを進めるためのヒントを得ます。

テーマは、 様々な人や組織が結びついた 「ソーシャルプロジェクト」

逗子や横浜などの取組み事例を現地訪問し、 みなさん自身のプロジェクトを進めるためのヒントを得ます。

■プログラム

12：30　JR 逗子駅 東口改札前 出発 ・ 移動（マイクロバス）

12：50　事例１：株式会社エンジョイワークス の取組み

　「共創」 を理念とする企業のプロジェクトを生み出す仕掛け
　訪問先：逗子桜山シェアアトリエ SAQLAB（逗子市桜山）

　　　　　　　　～移動（マイクロバス）～

　訪問先：The Bath & Bed Hayama（三浦郡葉山町堀内）

　　　　　　　　～移動（マイクロバス）～

15：30　事例２：株式会社太陽住建 の取組み

　空き家活用の相談がプロジェクトに結びついたプロセスを辿る
　訪問先：Y ワイひろば（横浜市磯子区中原）

　　　　　　　　～移動（マイクロバス）～

　訪問先：新おひさま広場（横浜市南区井土ヶ谷下町）

17：30　終了　　※終了後、 会場にて懇親会を開催します（任意参加 ・ 1,500 円程度）

※各会場では、 取組み紹介と質疑応答 ・ ディスカッションなどを予定。

※タイムスケジュールは変更する場合があります。

集まらなきゃ始まらない！集まるだけじゃ始まらない！

～ 空き家・遊休不動産の活用事例 から学ぶ、ソーシャルプロジェクト ～

集まらなきゃ始まらない！集まるだけじゃ始まらない！

～ 空き家・遊休不動産の活用事例 から学ぶ、ソーシャルプロジェクト ～

パートナーシップ支援事業 2018

■ お申込み：

NPO 法人市民セクターよこはまのホームページで、 

申込専用フォームからお申込みください。

（詳しくは裏面をご覧ください）

■ お申込み：

NPO 法人市民セクターよこはまのホームページの

申込専用フォームからお申込みください。

（詳しくは裏面をご覧ください）
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■ 訪問先
逗子桜山シェアアトリエ SAQLAB 〈サクラブ〉（逗子市桜山）

The Bath & Bed Hayama（三浦郡葉山町）

Y ワイひろば（横浜市磯子区）

新おひさま広場（横浜市南区）

■ 対　 象：企業 ・ＮＰＯ・ 大学、 中間支援団体の関係者等

　　　 　　　　 連携 ・ 協働のプロジェクトを進める方におススメです！

■ 定 　員：25 名（先着順 ・ 要申込み）　

■ 参加費：2,000 円（集合 ・ 解散に伴う交通費は自己負担）

■ 訪問先
逗子桜山シェアアトリエ SAQLAB 〈サクラブ〉（逗子市桜山）

The Bath & Bed Hayama（三浦郡葉山町堀内）

Y ワイひろば（横浜市磯子区中原）

新おひさま広場（横浜市南区井土ヶ谷下町）

■ 対　 象：企業 ・ＮＰＯ・ 大学、 中間支援団体の関係者等

　　　 　　　　 連携 ・ 協働のプロジェクトを進める方におススメです！

■ 定 　員：25 名（先着順 ・ 要申込み）　

■ 参加費：2,000 円

▲ エンジョイワークスによるSUNSET MEETINGの様子

▲ 空き家活用プロジェクトにより開設したＹワイひろば



｜ 集合場所

ＪＲ横須賀線 逗子駅 東口改札前　　（12:25 集合 ・ 12:30 出発）
　※　東口改札は、 バスロータリー側の改札です。 　※京浜急行新逗子駅から徒歩 7 分

　※　【参考】 JR 逗子駅着の時刻　上り電車 12:24 着　下り電車　12:19 着

｜ 解散場所
　　　新おひさま広場　（横浜市営地下鉄 「蒔田駅」 まで徒歩 4 分　京浜急行 「井土ヶ谷駅」 まで徒歩 10 分）

　　　※終了後、 新おひさま広場で懇親会を開催します（夕食ケータリングと飲み物付）。 任意参加。 参加費 1,500 円程度。

｜ 事例紹介

事例１：株式会社エンジョイワークス の取組み
　鎌倉を拠点に、 不動産仲介や建築の設計、 まちづくり ・ 空き家再生などの取組みを行っている株式会社エンジョイワークス。     

まちづくりの「ジブンゴト化」「共創」を理念に、ワークショップやディスカッション等、様々なプロジェクトを生み出す企画を手掛けています。

【ホームページ　　http://enjoystyles.jp/（会社概要　https://enjoyworks.jp/）】　

　　　　　　　　　　　逗子桜山シェアアトリエ SAQLAB（神奈川県逗子市桜山６丁目１９ -５）

 物件オーナー ・ アーティスト等の利用者 ・ 投資家のリノベーションプロジェクトへの 「参加」 から実現した

 「共創」 によるシェアスペース (15 の空間＋共用部で構成 )　　【ホームページ　http://shareatelier.com/】

 　　　　　　The Bath & Bed Hayama （神奈川県三浦郡葉山町堀内９０１ - １）　　

 「泊まれる蔵プロジェクト」 を通じて、 宿づくりに様々な方法で多くの方が 「参加」 され、

      葉山の古い蔵をリノベーションして完成した宿泊施設　　【ホームページ　https://bathandbedhayama.com/】

事例２：株式会社太陽住建 の取組み
　リフォームや太陽光パネル設置を手掛ける地元企業、 横浜市南区 ・ 磯子区を中心に地域の活動に関わっています。 自社で運

営する地域拠点施設を通じて多くのつながりを拡げており、 また、 空き家活用プロジェクトやリビングラボの実践にも取り組んでいます。

【ホームページ　http://www.taiyojyuken.jp/】

 　　　　　　Y ワイひろば（横浜市磯子区中原４丁目１ - ３０）

　　　　　 空き家活用プロジェクトを通じて誕生したコミュニティスペース ・ ワーキングスペースを備える拠点（2018 年 9 月開設）

　　　　　　　　　 新おひさま広場（横浜市南区井土ヶ谷下町６ - １）

　　　　　 太陽住建が運営する地域拠点施設。 地域課題解決に向けたリビングラボの拠点としても活用（2018年9月移転・開設）

当日の連絡先：　０９０-６３４９-９９４６ （市民セクターよこはま法人用携帯）

※ 当日、遅刻・欠席される場合は、必ずご連絡ください。

訪問先

訪問先

訪問先

訪問先

｜ 申込方法　　
　　　NPO 法人市民セクターよこはまのホームページ（http://shimin-sector.jp/）の

　　　申込専用フォームからお申込みください。

市民セクターよこはま 検索

こちらの QR コードからも、
申込専用フォームをご利用できます。　　　その他のお問い合わせは、 下記にご連絡ください。

　　　E-Mail：sekio@shimin-sector.jp　（担当：関尾宛）

　　　TEL：045-222-6501　　FAX：045-222-6502


