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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55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。

すぐ近くの蝶和ビル、サテライト冷泉荘としてさらにお部
屋が増えました！「土間が繋ぐ」をテーマとした505号にデザ
イン事務所オープン！柔道整復師有資格者によるオーダー
メイドマッサージ「-body care- IWASAKI」さん（602号、
092-292-3783）とともに、サテライト冷泉荘が大きく動
き出しています！！ 　　　 ［蝶和ビル：博多区店屋町4-8］
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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

TVオンエア／パソコンサポート
サービスパーク

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

入居者募集中

09 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！

コンパクトでアットホームなオフィスや
アトリエをお探しの方いらっしゃいませんか？

オーダーメイド
マッサージ

602505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

BOOKSTEADY Lesson.9 
「≪対立≫について論理的に考える」

会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
レッスン料：1,000円　定員：15名（残席極わずか）
講師：須長一幸
（福岡大学教育開発支援機構教育学修支援室准教授・哲学）

【お申込み】：件名「BOOKSTEADY Lesson.9 申込み」
にて、donnerlemot@gmail.comまでご連絡ください。

日時：9月14日（土） 14:00～16:00

日時：9月13日（金）、29日（日）   開演19:00
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て、
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。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。

韓国家庭料理と創作料理、美味しいマッコリが飲め
るお店。hana.は、化学調味料を一切使わず手作り
にこだわっています。

美味しいお料理やお酒を通して、お客様と楽しい会話
と時間を過ごす為のお店作りを目指して日々頑張っ
ています。是非、一度お立ち寄り下さい。

cover model

A33号  Korean Dining Bar hana.さん

「土間が繋ぐ」

簡単セルフケア＆タッチセラピー

7月12日に
55歳に

なりました☆

BOOKSTEADYは、講師を囲んで、哲学・倫理・デザイン・
アートなどの理論や実践について話す、少人数のレクチャ
ー・シリーズです。今回は、哲学がご専門の須長一幸先生
をお招きし、賛否の別れる社会問題をテーマに、論理学
的アプローチによってそれぞれの意見に潜む前提条件を
抽出することでその構造を明らかにしていきます。

会場：B34号 Laule’a yoga & pilates studio
参加費：14,000円
申込：lualea.yoga@gmail.com ラウレアスタジオ

日時：9月24日（火）、25日（水）  10:00～15:00
＊両日同じ内容です、時間の許す限り参加可能です。

家族や友人など心の安定を呼び起こす人とのぬくもりを感
じずにいられない手法です。『触れる』ことは大事なコミュニ
ケーション。大切な誰かとお話をしながら、いかがですか？

やる気はいっぱい！　Tezukuri⇒na

日時：9月6日（金）  10:00～19:00
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース

『主婦やOLがもの作りやに変わった瞬
間！』皆の大好きなこの瞬間の作り物を
集めた１day shopです。参加者は総勢
１４人！おとなのワークショップも開催。

手塚夏子×河合拓始「ハクロの初合わせ」
日時：9月7日（土）  開演18:00
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：2,000円
出演：手塚夏子（ダンス）
　　  河合拓始（鍵盤ハーモニカ、トイピアノほか）
【予約】colorrecords@gmail.com

日時：10月2日（水）  開場18:00  開演19:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：前売り1,500円　　当日2,000円
（どちらも+1order、中学生以下・障害者無料／高校生半額）
出演：早川千晶／近藤ヒロミ／大西匡哉／宮岡真也
ゲスト：亀山ののこ
出店：ディレディレターリー（カレー） 黒猫堂（パン）ほか
【予約・問】テトラグラフ写真室  092-282-0533

フクオカハランベvol.2

ご予約はこちら：092-282-6883

れいぜん荘ピクニック2013 秋
冷泉荘のさまざまな業種のたの
しい方 と々の出会い、お部屋の見
学などリノベーションミュージア
ム冷泉荘をまるっと楽しめる「れ
いぜん荘ピクニック」！今回も冷泉

荘のあちこち、各お部屋でトーク、ファッション、マーケット
などたくさんのイベントを２日間にわたり開催。わくわくの
時間を過ごしに、冷泉荘へピクニックに出かけませんか？

会場：冷泉荘のアチコチ、各お部屋
【問合せ】冷泉荘事務局　092-985-4562
イベントの詳細は冷泉荘HPにて随時更新中！
http://www.reizensou.com

日時：10月26日（土）、10月27日（日）
　11：00 ～ 18:00ごろ  （各イベントごとに異なります）

人と人、空や海や風、音楽のつな
がりなど、様々なつながりを通じ
て、みんなで楽しみながら、新しい
つながりを見つけ出すフクオカハ
ランベ。日本各地を訪れ、アフリカ

の音楽を演奏するミュージシャンと共に講演活動をされ
ているアフリカケニア在住の早川千晶さんが、遠い国アフ
リカと日本との意外なつながり、お互いに見習うべき両国
の素晴らしい面、現地アフリカにおける人間らしい暮らし
など、様 な々角度から楽しいお話を聞かせてくださいます。
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