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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

アクセサリー教室クリエイティブ・オフィス

詩
の
ア
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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

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

一席より入居募集中

02 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

サロン・ド・ネルモ vol.2 『キルギス体験記』
「サロン・ド・ネルモ」は、時代も世代もジャンルも軽～く
飛びこえて、その場に集った人が一緒になって自由にコ
ミュニケーションする場/ひとときです。今回は、JICAの
プログラムで2年間キルギスに派遣され、先頃帰国した
桑山篤さんから最新のキルギス事情を伺います！！

場所：B棟1階 2コ1多目的スペース
料金：無料　※お菓子・飲み物持ち込み大歓迎。
【予約】件名「サロン」にてお名前・ご電話番号を明記
の上、donnerlemot@gmail.comまでご連絡下さい。

2月下旬予定 （詳細はドネルモHP参照）

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６回「ガムランがつくるコミュニティ」】
　日時：2月9日（土）19:00～
　講師：森重行敏（ガムラン奏者、研究者）
【第７回「越境する三味線」】
　日時：2月16日（土）19:00～
　講師：田中悠美子（義太夫三味線奏者）

A101号  癒しくま   松隈 隆由樹さん

冷泉荘に入居してもうすぐ７年になろうとしています。地元、
博多部に生まれ育ち、地元で商売をして地域活動（山笠、松囃子
など）ができることに感謝しております。これからもマッサージ
を通してみなさまと心の通い合えるお店を目指していきますの
でよろしくお願いします。好きな事はたくさんの人と酒をのんで
語り合う事です。
あだ名はクマです。

癒しくま TEL & FAX  092-291-8490
http://k-ponget.com/iyashikuma

cover model

日時：2月14日（木）、2月28日（木）
開場18:45  開演19:00  （月に２回、木曜に開催予定）
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
入場料金：¥1,000　　ファンクラブ会員：¥500
【お問い合わせ】株式会社リリカムジカ
info@lyricamusica.jp / Fax : 050-1200-4141

歌い小屋冷泉荘 「那珂川仁美 新たな唄」
大衆演劇小屋をイメージし、那珂川
仁美が歌と向き合って成長して行く
レギュラーライブで、普段「流し」を見
られないお客様にも気軽に見てもら
えるように同じ様に1人で仕切りま
す。また、実験的な事にも失敗を怖れ
ず挑戦して行こうというライブです。

博多きもの体験

日時：2月8日（金）、2月22日（金）、3月8日（金）・・・
   毎月第2、第4金曜日開催 13:00～16:00
※3時間以上も可能です（別途追加料金）
場所：B棟１階 よりあい読書室
料金：4,000円
着付師：ほんだ着付教室　本田伸子
   【予約＆お問合せ】SOZOX 田中 真
    tanaka@sozox.jp、080-4310-4173
    http://walks.japankyushu.com/kimono/

手ぶらで気軽に「着付け
体験」と「着物街歩き」
が楽しめます。プロの着
付師だからとても安心。
着付け後は櫛田神社、

川端商店街など博多の街を散策できます。外国人の
方の参加もOKです。

（表紙  左から） 小川健太郎さん、松隈 隆由樹さん、山嵜善之さん、長谷川綾子さん、白川聖子さん

【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８回
杉内玄徳「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」を語る
2013年冷泉荘いきなりのクライマックス！昨年からひ
っそり続いている杉内玄徳、今回なんとフルメンバーで
登場、エヴァ新劇場版について語ります。昨年末に公
開された「Q」が大評判を巻き起こしているエヴァを、
現代詩人、芸術現場調整家、冷泉荘管理人、ドネルモ
代表がそれぞれに放談。17年前に旧テレビ版にはまっ
た人も、最近の新劇場版しか見てない人も。サブカル
系とはちょっと違うエヴァトーク、ぜひお越し下さい。

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)
話者：渡辺玄英／徳永昭夫／
　　　山内泰／杉山紘一郎

日時：2月23日（土） 19：00～21:00

現代詩の名作の講読、および合評会形式での実作指導。

受講料：2,000円
場所：A41号室 渡辺玄英事務所
申込み：事前に zz79@goo.jp まで。

日時：2月17日（日） 14：00～17:00

冷泉詩話会 （詩の教室）

癒しくま  期間限定キャンペーン
お昼から翌５時まで営業時間を延長してリニューアルし
た癒しくま。好評のキャンペーンを2月28日（木）まで開
催中です。１日限定６名様、初回限定。ぜひこの機会に！

ボディケア（60分）　3,200円 → 2,700円
アロマオイルケア（60分）　4,200円 → 3,200円
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