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B55　これからの文化をつくる「NPO法人ドネルモ」

B45　一級建築士事務所「yHa architects」

B35　洋裁教室「atel ier  SOLEIL」

B25　地域政策企画・サポート「まちづくり屋さん」

B54　「冷泉復元部屋」

B44 アクセサリー教室・WEB制作「株式会社キュースタ」

B34　ヨガ＆ピラティススタジオ「Laule’a」

B24　福岡のデザインスペース「Ngallery」

B14,15　レンタルスペース「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」

A53　「癒しくま off ice」

A43　企画・制作会社「マサカノ」

A33　韓国家庭料理「Korean Dining Bar  hana.」

A23　屋台的空間で和食を楽しめる「食道よこちょう」

A13　「冷泉荘卓球センター」

A42　芸術現場調整家「akioworks」

A32　音楽事務所「LYRICA MUSICA」

A22　韓国語教室「ソニ」

A12　リノベーションギャラリー「冷泉荘事務局」

A51　写真スタジオと研究室「TETRA+GRAPH」

A41　詩のアトリエ「渡辺玄英事務所」

A31　日本画のアトリエと教室「アトリエ穂音」

A21　シェアオフィス「引力の間」

A11　ベーグル専門店「RILL BAGEL」

A101　リラクゼーション＆マッサージ「癒しくま」

蝶和ビル505　デザイン事務所「株式会社リードグラフィクス」

蝶和ビル602　オーダーメイドマッサージ「body care IWASAKI」A10　自転車ツアー＆ツアー企画「㈱トリップインサイト」

蝶和ビル
博多区店屋町4 - 8

① 管理人とまわる
　 冷泉荘ツアー
管理人が、冷泉荘全体をぐるりとご案
内いたします。管理人ツアーでしかみ
れないお部屋も。。。！？当日飛び入り
参加ももちろんOKです。ご気軽にご参
加くださいませ！

⑤ テトラグラフ写真室
「ちいさなちいさなウェディングフェア」
日時：5月31日、6月1日（土・日）
　　11:00～18:00
会場：A51号
        テトラグラフ写真室

② ソニ韓国語教室
韓国ドラマ『星から来たあなた：별에서 온 그대』
の歌を一緒に歌ってみませんか♪

日時：6月1日（日）11:00～13:00ごろ
会場：A22号 ソニ韓国語教室　人数：各５名
参加費：￥3,000　　レベル：ハングルがすらすら読める方
2013年、韓国で話題になったドラマ「星から来たあなた：별에서 온 그대」。話
題の歌を一緒に歌ってみませんか？主演キム・スヒョンさんが歌う「너의 집 
앞」、とろけるような甘い声のソン・シギョンさんの「너의 모든 순간」など、あら
すじとともに歌で一気にドラマを先取りします。　★白菜煎（そば粉入り）の試
食もあります♪

■申込：メール「sunny_kankokugo@yahoo.co.jp」へ氏名＆連絡
先を記入して申し込み。

⑦ akioworks 特別企画
　 “ここは、ことばが、にあう。”
日時：5月31日、6月1日（土・日）
会場：冷泉荘のあちらこちら
ここ冷泉荘をより味わっていただけるように、
「ことば」をしかけてみました。そのことばたちは、
冷泉荘でいつもお仕事をされている方々の、
普段の様子を垣間見せてくれるはずです。ささ
やかですが、間違いなくとっても「生（なま）」で、
「今」の飾らない冷泉荘をご体感ください。

⑥ たのしイネ展 
 ～ビル屋上でのイネづくり
           がもたらすもの～

日時：5月31日（土）、
       6月1日（日）
　　 11:00～18:00
会場：A21号 引力の間
3年間の取り組みをまとめた
ポスターの展示に加え、ペット
ボトルで育てた作物に触るこ
とができます。
http://tanoshi-ine.com/

主催：㈱スペースRデザイン
　　  吉原住宅(有)

③ アトリエSOLEIL
　　洋服展示 「私の好きな服」
日時：5月31日（土）
　   6月1日（日） 
　　11:00～18:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
　　  B35号 アトリエSOLEIL
今回の洋服展示は ”私の好きな服” を作り展示致します。
それぞれの個性を感じてください（会場はB棟１階左）。３F
では、Rendez-vous 休憩場として皆様の出会いの場を。ま
た、アトリエ SOLEILを知って頂くようご紹介も。占い師 サ
リー・ドラゴンさんも同室で占いをされます。
＊B35号には、占い師サリー・ドラゴンさん／
ルークさん出張出店！ （タロット占いと水晶占い）

④ -body care- IWASAKI
　腰痛・運動不足・若 し々く
　いたい方へ、今こそ『逆さ』！
日時：5月31日、6月1日（土・日）
　　11:00～18:00
会場：A13号 冷泉荘卓球センター
私たちのカラダは、常に地球の重力により、下向き
に負荷がかかっています。そこで「逆さぶら下がり」
です！お顔・胸・お尻・内臓の垂れ対策だけでなく、
腰の負担も軽減するため、腰痛対策にもオススメで
す。他にも、逆立ちには、血行促進、ストレス解消、
内臓機能アップ、新陳代謝の向上など、様々な効能
があると言われています。とっても面白いですので、
是非、この機会にご体感ください♪

⑪ ラウレア ヨガ＆ピラティス・スタジオ
　「パークヨガ in REISEN PARK」 ＆
　「laulea studio スペシャルメニュー」
【パークヨガ in REISEN PARK】
日時：6月1日（日）
　　１部 10:30～11:45
　　２部 13:00～14:45
会場：冷泉公園
　　（雨天時には冷泉荘B34 ラウレアスタジオにて開催）

参加費500円（レンタルマット300円）、小学生以下無料
どなたでも参加できます。

【laulea studio スペシャルメニュー】
日時：6月1日（日）13:00～16:00
場所：B34 ラウレアスタジオ
・ヘッドセラピー　20分　1.500円
・デトックス腸セラピー 20分 1.500円
・頭蓋調整　20分　2.000円

⑫ 株式会社キュースタ
　アクセサリー展 -ＳＵＭＭＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ-
日時：5月31日、6月1日（土・日） 11:00～18:00
会場：B15号 冷泉荘２コ１多目的スペース
　　  B44号 株式会社キュースタ

⑩ テヅクリーナ
日時：5月31日、6月1日（土・日）
　　11:00～18:00
会場：A12号 冷泉荘事務局

【参加者】
◆T.sucre（ティシュクレ）：ハンカチ、バッグ、お菓子
◆ｐｉｕ：主に天然石を使ったアクセサリー
◆pace（パーチェ）：ワンちゃん服・おさんぼバッグ他
◆bagの助：バッグ、がま口
◆壺たま：トンボ玉製作
◆オカリナ：お菓子
◆竹田知子：ハンドマッサージ
◆ラパンアジル花屋：多肉植物、ブーケ他
◆chico：アロマオイル・ハンドマッサージ
◆Aratama：布小物、樹脂アクセサリー
【ワークショップ】
★bagの助：がま口、テトラポーチ、ゆびあみブレス
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日時：5月31日（土）・6月1日（日） 両日とも
　　12:00 / 14:00 / 16:00 出発
集合場所：冷泉荘前　　　料金：無料
ツアー時間：およそ１時間
【予約】：冷泉荘事務局　092-985-4562

前撮りロケーションフォトで使用
するドレスや着物や小物などの
展示をしています。撮影のご相談
も承っておりますので、この機会
にぜひテトラグラフ写真室へ遊
びに来て下さい。

複数ブランドによるアクセサリー展示会を開催。この夏にぴったり
のアイテムがたくさん。あなただけのお気に入りを見つけてはいか
がですか？

⑬ まちづくり屋さん「東洋哲学の言葉展」 
日時：5月31日（土）、6月1日（土・日） 11:00～18:00
会場：B25号 まちづくり屋さん
まちづくり屋さんで毎月開催されているAC東洋哲学ゼミの特別展。
論語や孟子を中心に東洋のココロを紹介します。

⑨ ハッピネス旅行社
バリ島からの贈り物、バリネコの木彫り
やカワイイ雑貨販売
日時：5月31日（土）
　　  6月1日（日）
　 11:00～18:00
会場：A21号 引力の間
バリ島からの贈り物、バリネコの木彫りやカワイ
イ雑貨販売会を致します。お部屋にちょっと置い
て癒しの空間を作りませんか？写真のもの以外
にも、お手頃価格のアイテムも多数ご準備してお
ります。数に限りがございますのでお気に入りは
お早めにお求めください。

⑧ 八女福島の小さな絵本屋
　『えほん屋・ありが１０匹。』
　出張販売
日時：5月31日（土）
　　  6月1日（日）
　　 11:00～18:00
会場：A21号 引力の間
八女福島の小さな絵本屋『えほん屋・ありが１０匹。』
出張販売。生きる力を育む、古き良き絵本を１００冊
ご用意。ご希望であれば、お読みします。「世界中の子
ども達が持つ、限りない冒険心や探究心。とともに、
安らぎのある」それがありが１０匹。の絵本達。見て聞
いて感じてほしいです。。お気軽にお声がけください。

ワークショップ、販売、癒しのミニマーケット。お手軽体験は
¥1080～です。参加者は土日それぞれメンバーが代わります。

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

サテライト
冷   泉   荘


