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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
消防署冷泉出張所手前の小道を左折。
　＊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4,200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、「サテライト冷泉荘」として展開中！
  サテライト冷泉荘、「２室」募集中です！
505号 「株式会社リードグラフィクス」：ブランディング、SP、
各種印刷物、WEB、サイン、店舗デザイン等をしております。
602号 「-body care- IWASAKI」：有資格者（柔道整復師）に
よるオーダーメイドマッサージ。完全予約制。［092-292-3783］
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研究室

芸術現場調整家

レンタサイクル&旅行会社
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ベーグル専門店

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

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
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デザイン会社

日時：5月18日（日）open16:00/start 16:30
会場：B１F ２コ１多目的スペース　　料金：1,000円
出演：capture　中村勇治（reeds,他）、
  越出健治（sound）、福田康紀（guitar、他）
サウンド・リノベーション・バンド
  岡崎峻、渡辺融、杉山紘一郎、松村由佳（廃材楽器）
【問】 中村勇治 capture@nakamurayuji.com

即興演奏を中心に多種多様なコラボレーションを行っ
てきたcaptureと、芸工アバンギャルドでの怪演が記憶
に新しい廃材楽器チーム：サウンド・リノベーション・バン
ドがコラボレーション。ドローン、即興演奏、図形楽譜に
よる刺激的かつユニークなサウンドをお楽しみ下さい。

captureとsound renovation

日時：5月9日（金）～11日（日） 11:00～19:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー　　入場無料
ギャラリートーク「水中音響から広がる世界」
　（岡崎峻／九州大学藤枝研究室）
日時：5月11日（日）16:00～
料金：カンパ制（高校生以下無料）
＊会場は同じです。
問合せ：080-3001-7638
　　　 okazaki.8671@gmail.com （岡崎）

＜Earth Breath＞は、シンプルなテクノロジーを用いて海
中の波動を可聴化し、それに耳を傾けるための空間を設
置する試みです。日常的な聴覚を拡張しながら、海のふる
えとなった「地球の息」に耳を傾けてみませんか？

水中音響インスタレーション
「Earth Breath ～海のふるえを聴く～」

http://www.space-r.net/
https://www.facebook.com/spacerdesignltd

冷泉荘運営会社 株式会社スペースRデザイン
スペースRデザインは、「ビンテージビルでひとをつ
なげるまちづくり」をキーワードに古い建物の再生
を行っています。100年大切にされる建物をつくって
いくために、リノベーションにこだわらない多様な目
線でストック活動を行いwebでの情報発信や、見学
会・イベントも頻繁に開催しています。

建築はどう見るかによって全く異なる側面を持ちます。
投資の対象と見るか、文化の担い手と見るか、公共の
資産と見るか、など。今回は、徳田光弘さんと松岡恭子
さんそれぞれの建築を「見る目」をご紹介して頂き、そ
の後のクロストークによって多角的、立体的な視点に
触れてみようという試みを行います。

FAF salon 004 トークセッション
『建築を「見る目」のひみつ』 お金視点と文化視点
 徳田光弘 × 松岡恭子

日時：5月17日（土） 17:00～19:00 （開場16:30）
会場：B棟1階 ２コ１多目的スペース  ［定員50名］
参加料：一般 1,000円 
　　　 FAF サポート会員・学生会員 500円
講演者：徳田光弘
（九州工業大学准教授 / リノベ―ションスクール@北九州 代表）
　　　　松岡恭子
（建築家 / NPO法人福岡建築ファウンデーション 理事長）

【申し込み】下記ページの参加登録フォームへ。
    http://fafnpo.jp/salon/upcoming-salons/
お問い合わせ：092-732-3191
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なシェアオフィス

執筆、食育、集落支援
TVオンエア

パソコンサポート 総合映像制作会社
こだわりの旅行の
相談窓口
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第３回 福岡ポエイチ
世の中には、たくさんの文学系同人
誌・詩集・歌集がありますが、身近な
本屋さんには置いておらず、実際自分
の手にとってみたり、購入したりする
ことが困難です。ポエイチは詩歌や小

場所：B棟1F 2コ1多目的スペース
内容：文学系同人誌の展示即売会および交流会
料金：入場無料  ゲスト：黒瀬珂瀾／三角みづ紀
【問】福岡ポエイチ実行委員会
　　poeiti@hotmail.co.jp

日時：6月7日、8日（土・日）  12:00～17:00

説の同人誌・手作り小冊子を販売したり、詩や小説につ
いて話したりする交流の場。詩歌・小説を書いている方、
読むのが好きな方、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

れいぜん荘ピクニック2014・春
さまざまな業種のたのしい方々
との出会い、お部屋の見学など、
冷泉荘をまるっと楽しめます！冷
泉荘のあちこち、各お部屋でアク
セサリー展、洋服展示、逆さぶら
さがりリラクゼーション、ちいさ

なちいさなウェディングフェ
ア、ミニマーケット、えほんの
読み聞かせ、管理人による冷
泉荘ツアーなどたくさんのイ
ベントを２日間開催。冷泉荘
へわくわくのピクニックに出
かけませんか？

会場：冷泉荘のアチコチ、各お部屋
【お問い合わせ】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：5月31日（土）、6月1日（日）
　 11：00～18:00ごろ  （各イベントごとに異なります）
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