
上
川
端
商
店
街

博多座
アジア美術館

国体道路

櫛田
神社

２
９
０
円 

博
多
ら
ー
め
ん

う
ど
ん
ウ
エ
ス
ト

博多リバレイン

消防署、
冷泉閣ホテル

中洲川端駅５番出口

バス停 博多座前

博多町家
ふるさと館

大
博
通
り

冷泉
公園

↓キャナルシティ、博多駅

地下鉄中洲川端駅

←
天
神

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！

冷泉荘も「第５回福岡アジア美術トリエンナーレ
2014」展示会場となるため9～11月は水曜定休

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。
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」メンバー増加中！
205号 「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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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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デザイン会社

冷泉荘の屋根うら部屋にスタジオをオープンしてから５年が
たちました。人と人のつながりが歳を追うごとに広がってき
て、このスタジオが持つ空気感を気に入ってくださる方たち
が集まっているように感じます。自分のスタイルでマイペース
な撮影スタイルですので不備な点も多々あるかとは思います
が、みなさんの笑顔に支えられてこれからも気持ちの通じる
写真を撮影していけるといいな、と思っています。
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コンパクトでアットホーム
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
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「テトラグラフ写真室」  雨宮康子さんA51号

「夜の収穫祭」mama!milk
CYLVAC（zerokichi +西村周平）LIVE
秋の夜長の「夜の収穫祭」。祝祭の
一夜を彩る音楽を、mama!milkと
CYLVACの演奏で。ふんだんな季
節の恵みやスパイスを、coffon x 
COOK LUCK特製アペリティフ&

日時：11月21日（金） 開場19:00 / 開演20:00
会場：B棟1階　２コ１多目的スペース
料金：ご予約 3,800円
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
　　　　E-mail : info@yakuin-records.com

アミューズ・ブーシュで。福岡のレトロビル「冷泉荘」で
のひとときを、心ゆくまでお愉しみください。

期間：11月10日（月）～16日（日）10:00～19:00
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
＊オープニングパーティー「FUKUOKA DIYリノベ
International WEEK スタートアップ プレゼン」
日時：11月10日（月）18:30～20:00
【お問合せ】092-985-4562　（冷泉荘事務局）

FUKUOKA DIYリノベ
International WEEK （冷泉荘会場）
老朽物件の空間を自らカスタマイズす
る「DIYリノベ」。その楽しさを、福岡の
みならず世界中の人たちが、広く体験
できる１週間です。冷泉荘はイベント全
体の案内所となり、管理人「サンダー」
がおススメプランをご案内します。

カール・ストーンが冷泉荘にやってくる！！
“FUJIKEN～富士軒”
Carl Stone Special Live in Fukuoka

www.tetragraph.com

日時：11月29日（土）、30日（日）10:00～21:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
■Foto: FARBE　tomome, Ken Ueo, Yasushi 
Miyazaki, Kaori Inoue, Manabu Yoshiyama, 
Azumi Fukuoka, Takafumi Sakamoto

それぞれの
イロメガネを通して
色を切り取る…

フォトグループ Farbe
第１回写真展

日時：11月7日（金）19:00開演
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：予約2,200円, 当日2,500円
【予約】TEL : 092-985-4562 （冷泉荘事務局）
　　　E-mail : geikomusic@gmail.com

『カール・ストーンの音楽は陶酔感が残る強力な刺激剤
である。タフィーの様に広がっていくヴォイスは微かな
コーラスでたたみ込まれ、弦楽器のすすり泣きはまるで
蚊のアラベスクだ。通常は除外されるノイズは、表面が
こすり取られ雑音が炸裂するが如く、豊かな音脈をもた
らす。』（Steve Smith, NY times）

Foto: FARBE「イロメガネ」展

石川博己写真展「スカイトレイル」
～北アルプス縦走写真～
ライフワークの山岳写真の中で3年前より撮りためた北
アルプスの写真展。空と山を縫うように走る標高2,000m
オーバーのトレイル（道）をこの展覧会でみなさんと歩けた
らと思います。会期中はできるだけ在廊するつもりです。山
好きの方、カメラ好きの方、ランチを一緒に食べていただ
ける方、いろんな人とたっぷりお話ができればと思います。

会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
【お問合せ】092-733-1692（F_d）
◎オープニングパーティー
日時：11月14日（金）18:00～20:30
参加費：500円（ドリンク・軽食あり）
作家・石川博己のトレイルトーク 19:30～20:00（無料）

会期：11月14日（金）～20日（木）
10:00～19:00（最終日18:00まで）

第17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、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！

日時：11月9日（日）11:00～17:00
会場：冷泉荘のあちらこちら
詳細：http://www.aozoraichi.info/
【お問合せ】 あおぞら市実行委員会
　  092-986-2511 ／ info@aozoraichi.info


