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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56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「サテライト冷泉荘」、蝶和ビル
の 205号 に、新たにメンバー加わりました！
「BÉRET atelier de blue」
レディース（一部ユニセックス）カジュアル
ラインのオリジナルウェアやファッション
雑貨を販売する、ネイビーカラーの小さな
アトリエショップ。       http://beret.jp
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芸術現場調整家

外国人旅行者向け旅行会社
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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
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博多区店屋町4-8
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アパレル／オリジナル
カジュアルウェア販売

オーダーメイド
マッサージ

602505

デザイン会社

日時：7月20日（日）
　　または8月10日（日） 
      13:30～17:30
会場：B35号 アトリエSOLEIL
料金：3,500円　　定員：４人
【お申込み】7月1 8日までに博多オフィス
092-461-1414へ。不在時は伝言をして下さい。
詳細はお電話にてお知らせいたします。

今お持ちの服をリメイクするための
手順や疑問についてお教えします。

アトリエSOLEIL リメイク体験レッスン

シンプルに作り込んだアイテムを時代にプラスした
スタイリングで。オリジナルブランドBÉRETのアトリエ
ショップ。メンズテイストが好きな大人のベーシック＆
スタンダードなカジュアルウエアは一部ユニセックス対
応。コンセプトが同じ小物類もセレクト。ショップ内フリー
スペースでは不定期に展示／イベントも開催中。

http://beret.jp
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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
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「BÉRET atelier de blue」さん
サテライト冷泉荘
蝶和ビル 205号

第16回 あおぞら市@冷泉荘
福岡を中心に活躍中のクリ
エイター＆作家や人気のお
店やさんなどなど（アクセ
サリー、雑貨、洋服、バッグ、
布小物、木工、文具など）の
マーケット。可愛い雑貨に、

会場：冷泉荘のあちらこちら
詳細はコチラ　http://www.aozoraichi.info/

日時：7月6日（日） 11:00～18:00 雨天決行

美味しいコーヒーに食べ物…占いにマッサージ、約40店
が集まります。お楽しみに！近くを子供山笠も通るとい
う夏を感じるイベントです。3店舗でお買いものすると素
敵な景品が頂ける、毎回好評のスタンプラリーも開催。

7月12日は冷泉荘
56歳のお誕生日！

青谷明日香「冬の神様」リリースツアー 福岡篇
日時：7月26日（日）
　　　　 OPEN19:00/START20:00
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：予約2,500円/当日3,000円
　　 ※別途1drinkオーダー
LIVE：zerokichi + 西村周平
　  青谷明日香 × まーと（天草） × ヤマカミヒトミ
【チケット予約/お問い合わせ】
電話：アトリエ穂音 070-5534-1114（比佐）
メール：info@yakuin-records.com

マムシュカ福岡｜MAMUSKA
「マムシュカ」は、アイ
ルランドで始まり、
世界各国に広がっ

日時：7月25日（金）17:30～22:00 （17:00開場）
場所：B棟1F 2コ1多目的スペース
【問】mamuska.fukuoka@gmail.com （担当:緒方）

たパフォーマンスイベント。ダンス、演劇、音楽、大道
芸、ペインティング、漫才etc…なんでもアリなこのパー
ティは、下記共通ルールに沿って開催されています。
・パフォーマンスのジャンルは問いません
・1組のパフォーマンス時間（持ち時間）は10分間
・お客さんはパーティーのように、自由にしゃべったり、
うろうろしたり、お酒を飲んだりしながらパフォーマン
スを見ることができます
・入場無料

絵画担当／赤星武、造形担当／吉永麻美
によるアートユニット。結成から1年…2人
の原点である福岡で、これまで発表してき
た作品を一挙公開する、メモリアル的展示
「原展出現展GentenDeGenten」を開催。

ArtUnit AkahoshiTakeru B YoshinagaAsami
「原展出現展 GentenDeGenten」

会期：7月8日（火）～7月13日（日）
時間：10:00～19:00 （最終日のみ15:00終了）
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
料金：入場無料　＊各イベントも全て入場無料
○ミュージックライブ：
7月12日（土）13:00～/16:00～ 永田ゆきを（演歌）
14:00～/17:00～ GO-TO-団（アコースティック）
○朗読：
7月13日（日）12:00～/14:00～ 佐藤順一（演戯集団ばぁくう） 
梅崎春生 作 「桜島」「赤い駱駝」／ T・カポーティ作 「ローラ」
の3編のうち、どれか1～2作品を朗読予定。
○トークイベント「クリエイティブとは何か？(仮)」：
7月13日（日）13:00～
赤星武（絵画担当）×吉永麻美（造形担当）×吉永有里（株式会社
YURIWORLD代表取締役/アーティスト）×杉山紘一郎（冷泉荘管理人）

即興公演 「有徴あるいは無徴」vol.2

日時：7月5日（土） 19:00 open/19:30 start
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：2,000円
予約先：http://deviate-co.com/contact.html

金粉ショーNOBEBOダンサー緒方祐香／元
BABY-Qダンサー山本泰輔／山海塾舞踏手 石井則
仁／ドローントーナメントvol.2準優勝者 吉田主税
この４人が織りなす、1時間の即興。感じなきゃ損！！！
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