
HUB a nice d!
ひとりのママの孤独から始まった

地域の人が集まりチャレンジが生まれる小さな拠点づくり

2022年3月7日
HUB a nice d!代表 山本 美帆



奄美⼤島 瀬⼾内町（⼈⼝ 約8,600⼈）
⿅児島県

４年前の⼈⼝＋１５０⼈増 （約６３０⼈→約７８０⼈）
⾃衛隊家族官舎の建設により移住者増



ロゴに込めた願い

●奄美大島に生息するハブをモチーフに、太陽から出てくる様子
●蛇のハブ：金運アップの象徴（創業支援）
●HUB :集まる・拠点という意味

●ハブアナイスディ：良き１日を過ごせるようにという願い

HUB a nice d!（ハブアナイスディ） は奄美大島の南部、瀬戸内町阿木名集落に位置する
空き家だった古民家をリノベーションし、新たな場として生まれ変わった地域活動の拠点です。

チャレンジ＆コミュニティスペース HUB a nice d!



HUB a nice d!
チャレンジショップ

空き家をリノベーションして３つの創るを実現できる場所に育てています

コミュニティスペース レンタル/コワーキングスペース
ママが⼦連れで働ける・学べる場を創る多世代で地域が繋がる場を創る

夢を叶える⼩さな⼀歩を踏み出す場を創る

地域⾷堂
ミーテイング
懇親会 などに…

飲⾷店のチャレンジショップ
占いカフェ

副業で週末居酒屋
転勤族ママの期間限定カフェ
出張加計呂⿇島カフェ など

ハンドメイド講座
料理教室
各種講座 など…

地域の寺⼦屋
けっけ塾
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①チャレンジショップ 〜夢を叶える場・飲食部門〜

飲食店を開きたい夢をもつが、資金面や物件を保有することなど開業へのハード
ルが高く、なかなか踏み切れない人や、小規模や副業としての開業を考えている人
への店舗貸し提供や営業支援を行なう。

HUB a nice d! ３つの機能

いつかは自分の店を・・
転勤族ママが期間限定で開業

集落で飲みながら語れる場を
作りたいと本業の傍ら副業で開業

飲食店がなかった集落に「食」を通して人の流れが生まれるようになった

焼き菓子担当と占い担当の2人が

好きなことを掛け合わせて副業で開業

期間限定カフェ 週末居酒屋 占いcafe



①チャレンジショップ 〜夢を叶える場・教育部門〜

学習塾がない地域に、子どもたちが遊びや日常の経験から学ぶ場と、受験対策の
学びの場として２０２０年１２月より地域の寺子屋学習塾が開業。元小学校教師の
教室長から、奄美大島の自然豊かな環境を使い、様々な学びを地域の子どもたちに
提供している。

HUB a nice d! ３つの機能

教育を通して、他地域や離島、
大学生との交流も

子どもたちの未来や、島と本土を繋ぐ積極的なチャレンジ支援を行う

夏休みの宿題や課題を持って古民家に集合！
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けっけ塾



②コミュニティスペース 〜地域が繋がる場〜

地域食堂の開催。集落近辺の方々が、赤ちゃんから高齢者まで多世代で集い、
食事を通して地域と繋がる。阿木名集落委員会の各部が各月持ち回りで主催。

HUB a nice d! ３つの機能

地域の人たちが集い、新しい物事が生まれる場として活用

赤ちゃんから高齢者まで集う地域食堂 コロナ禍で一時中断していたが
テイクアウトの形で再開

南海日日新聞2021.11



②コミュニティスペース 〜地域が繋がる場〜

安心して子どもを産み育てる環境づくりのお手伝い「はぶばぶ」
親達が子育てを通して地域と繋がり、縁を広げ、育児相談や学びの場を経て子
育てへの自信を高め、個として輝く場を作る。支えられる育児支援から自ら新
たな価値を産み出していく創出支援を行う。

HUB a nice d! ３つの機能

孤立な子育てを解消したり、地域講師の活躍の場を提供したり
繋がりの場として活用

助産師さんが常駐している
安心できる場

魚屋さん・郷土料理講師・ヨガ講師など
地域の方を講師に迎え子育ての学びを得る
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③レンタルスペース・コワーキングスペース〜多様な働き方を実現する
場〜

子育て中のママの創業支援や子連れで働きたい方のニーズも満たしながら、
働く場を設計。キッズスペースもあるので、子どもたちを見守りながら、
働くことを実現させる。Wi-Fi・キッチン完備。

HUB a nice d! ３つの機能

子育て世代の情報共有や仕事作りの場として



③多様な働き方を実現する場

ママたちの隙間時間を使いお土産物の商品開発に着手中。地元のママと転勤族のママが
チームを組み、得意分野のスキルを持ち寄りプロジェクトスタート。今後もプロジェクト別
に、ギルド組織として活動していこうと計画中。

HUB a nice d! ３つの機能

地域資源を活用しながら小商い創り
地域の歴史に学びそこに暮らす人の知恵を使う

ママたちの隙間時間を使って
エコバッグの商品開発

地域に伝わるレシピと固有種を元に
商品開発着手中



HUB a nice d!が生まれたきっかけは、
ひとりの孤独なママの願いから・・

チャレンジ＆コミュニティスペース HUB a nice d!



HUB a nice d! 代表
⼭本 美帆

環境が変わり２度の「孤独・挫折」を経験

⿅児島市出⾝

夫の転勤で奄美⼤島へ
移住８年

都会を夢⾒て上京
電機メーカーの経理

5年勤務

夫の転勤先は、はじめて住む場所
友達がいない

積み重ねてきたキャリアを⽣かせる場がない
働き先がない

妊娠を機に
仕事を辞める

頼れる⼈（親戚や親）が近くにいない環境
育児への不安

環境にようやく慣れ、友達ができ、仕事を始める

転勤族の妻でも⼦育て中でも
働きたい︕

社会と繋がりたい︕
安⼼できるコミュニティが欲しい︕

⾃然は豊か⾷べ物は美味しい
でも…



転勤族でも⼦育て中でも働ける働き⽅を求めて
⼀⼈ひとりのチャレンジを応援できるコミュニティを作ることに

Before After

空き家問題
移住問題

場を創り
⼈を繋ぐ



【HUB a nice d! ができるまで】

2017年4月 物件との出会い
6月 賃貸契約
8月 地域住民による解体作業
11月 第１工期着工

・外壁塗装DIYイベント
2018年2月 第１工期完了

1年半近く空き家・空き空間探し。移住者（よそもの）にはなかなか貸してもらえず。

シロアリの被害で資金難に・・・



【HUB a nice d! ができるまで】

2018年7月 第２工期着工
・箱棚つくりイベント
（福山市立大学根本研究室の学生と一緒に）
・土間打ち体験会
・内装塗装DIYイベント

10月29日 HUB a nice d!オープン

はじめは小さな一歩 少しずつ改修作業に関わってくれる人が増えてきた



HUB a nice d ！（改修前）



HUB a nice d ！（改修後）



令和３年度国土交通省地域づくり表彰
全国地域づくり推進協議会会長賞受賞



地域の人が地域を楽しむために
一人ひとりの「チャレンジ」に光を当てるHUB拠点として


