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リノベーションミュージアム冷泉荘のこと
もっと知りたいなら・・・ホームページへ！

http://www.reizensou.com/

博多区上川端町で築54年を迎える
昭和のレトロビル、リノベーションミ
ュージアム冷泉荘。「福岡の古い建

ビルストック文化の学び合い、
そして発信の場

twitterもみてね！
アカウントは
「reizensou」

〒812-0026
福岡市博多区上川端町9-35
リノベーションミュージアム冷泉荘
 A12号 冷泉荘事務局
    （11:00～19:00, 火曜定休）

地下鉄空港線中洲川端駅下車・5
番出口から川端商店街をキャナル
シティ方向へ。博多らーめんを左折
し、博多消防署冷泉出張所を左折。
　＊駐車場はございません。

冷泉荘 交通アクセス

電話/FAX 092-985-4562
mail　yj@tenjinpark.com

リノベーションミュージアム
冷泉荘とは・・・お問い合わせ先

物を大切に活かす（ビルストック活用）」を基本理念に、
「ひと」「まち」「文化」を大切に思う人たちが集まってい
ます。2011年１月には耐震補強工事を行い、冷泉荘の
理念・思いをますます強め、発信しています。2012年、
第25回福岡市都市景観賞 活動部門にて部門賞受賞。
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★２コ１多目的スペース、冷泉荘ギャラリー、
   よりあい読書室はレンタルスペースです。　
   （談話室、読書や卓球の利用は無料）
レンタル料金は１日4,000円から。 詳しくは
A12号冷泉荘事務局までお問合せください。

冷泉荘近くの蝶和ビル602号室がサテライト冷泉荘として始動中！
「-body care-  IWASAKI」  有資格者(柔道整復師)による
ボディケアのお店。 痛くない、気持ちいいけれど、楽になる
オーダーメイドマッサージを提供しています。完全予約制。
 ［問］ 092-292-3783　（博多区店屋町4-8 蝶和ビル602号）

日本画のアトリエ
と教室

写真スタジオと
研究室

芸術現場調整家

レンタルサイクル

韓国語教室

ベーグル

NPO法人 ドネルモ
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韓国家庭料理
ダイニング・バー

屋台的空間で
和食を楽しめるお店 地域政策企画・サポート

リラクゼーション
＆マッサージ

ヨガ＆ピラティス

洋裁教室

音楽事務所

婚礼プロデュース
bridesmama
占いと占いアプリの開発
uranaisu

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

一席より入居募集中

01 詳しくは冷泉荘ホームページまたは
冷泉荘事務局まで！

A21号 「引力の間」 入居者募集中！

冷泉荘の長屋的特徴を集約した
選べるミニチュアなオフィス

602サテライト
冷   泉   荘
蝶和ビル

サテライト
冷   泉   荘
蝶和ビル

博多区店屋町4-8

はじめての占星術ワークショップ

日時：1月20日（日） 14:00～16:00
場所：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
参加費：1,500円 学生1,000円 ［当日参加もOK］
お土産：ご自分のホロスコープ
お申込み：uranaisu.m@gmail.com
件名「占星術ワークショップ参加希望」でご連絡ください。
ご質問はメールまたは 080-7008-7228 まで。

日時：2月3日（日） 11:00～18:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：相談無料
お問い合わせ：bridesmama 宮崎千枝
   092-517-4678　info@bridesmama.jp
　WEB ： www.bridesmama.jp

九州大学芸術工学部公開講座 絆の環境設計『「これまでの絆」から
「これからの絆」へ』 ④ 歴史・文化・絆―過去との対話―

場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
講師：藤原惠洋／岸泰子／福島綾子
コーディネーター：土居義岳
受講料：各回1,500円  高大生1,000円 （定員40名）
問合せ：九州大学芸術工学部学務課
092-553-4587, gkgnyushi@jimu.kyushu-u.ac.jp

日時：1月10日（木） 19:30～21:30

既存・伝承されたものを受け継ぎ、「いま」にふさわしく組み
替え、あらたな魅力を再生するあり方へ。過去の人 の々生き
方を思いを致し、現代に生かし社会のしくみについて、
日本の近世都市、宗教建築（教会）の再生、歴史的な環
境や建造物、それぞれを支える人 の々絆から考えます。

2013年の星を見ながら、自分にとっての2013年を自分
で占えるようになるワークショップ。予備知識なしで2時間
で大まかに自分のホロスコープが読めるようになれます。
ご自分の出生地と出生時間がわかるとさらに楽しめます。

三日月の夜のボードビル in 福岡

演奏：baron＆jordon／zerokichi
◎予約・問：070-5534-1114 （ヒサ）
　　　info@yakuin-records.com

日時：1月16日（水）
    19:30開場／20:00開演
場所：B棟1F ２コ１多目的スペース
料金： 2,500円 ＊１ドリンク付
drink by coffon、おでんあり！

Happy Brides Project
世界で一番幸せな花嫁と花婿になり
ませんか？ステキな人と出会いたい、
そして結ばれたい。そんなあなたの願
いをかなえるために、婚礼に関わるプ
ロフェッショナル達が集まります。

Laule’a studio　New Year イベント
ヨガが初めての方から経験者までどなたでも～気持良く
新年を迎える為に、そして正月の緩みをとる為に☆

場所：B34号ラウレア・スタジオ  料金：①1,500円  ②500円
①だけでも②だけでも、もちろん両方参加の方大歓迎！！  
【予約】 080-3377-2440

1月6日（日） ①10:00－12:00  ヨガクラス
②12:30－15:00  茶話会（１品持ちより、アルコールもＯＫ！）

【予約】 092-985-4562 （冷泉荘事務局）

杉内玄徳主催 よりみち文化塾 第7回
　　「KEYS FOR KEY と 私」
2014年3月に廃校になる大名小から新しい福岡の未
来を創るKEYS FOR KEYプロジェクト。その概要や昨
年の12/17～12/23開催されたイベントウィーク、今
後のイベント情報をお聞きします。大名小の廃校＆再利
用問題は、大名校区住民だけではなく、市民や福岡で働
く人、福岡を訪れる人の問題です。そして、その他の地域
の取り組みの新しいヒントになりそうな気がします。
KFKをいろんな角度から眺めてみて、自分の問題として、
考え直してみたいと思います。

場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
入場料：1,000円 (1ドリンク付き)
話題提供：岩佐浩司 （KEYS FOR KEY）
聞き手（進行）：徳永昭夫

日時：1月19日（土） 19：00～21:00

九州大学大学院共通教育科目 リベラルアーツ講座
「アジアの楽器と身体～冷泉荘・音楽講座」

【予約・問】 092-985-4562 （冷泉荘事務局）

会場はすべてB棟１階 ２コ１多目的スペース
入場料：学生無料／一般各回1,000円

【第４回「チャングに宿る精神」】
　　日時：1月26日（土）19:00～
　　講師：Youngjin Bae（チャング奏者）
【第５回「千年の響き～笙の現代」】
　　日時：2月2日（土）19:00～
　　講師：石川高（笙奏者）

B25号  まちづくり屋さん　池田昌太さん

まちとひとを元気にするために、まちづくり活動に関わっていま
す。地域興しの企画やサポート、地域をプロデュースできる人材
の育成などを行っています。まちの財産は何といってもひとで
す。みんなの思いや活動をつなげていきたいと思っています。

好きな事はお酒を飲みながら色々な人と話すことと洋裁です。
あだ名はイン。

（ 池田 090-2965-9575　in19760923@gmail.com ）
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