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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・・・ウェブサイトへ！

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。
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

日本画のアトリエ
と教室

写真スタジオと
研究室

芸術現場調整家

外国人旅行者向け旅行会社

韓国語教室

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
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デザイン会社

弊社は「全国各地の地元から生まれる音楽を手から手へ」を
テーマにして企画、制作、レーベル運営、マネージメントなど
を行っている会社です。ここ福岡では表紙で歌っている演歌
歌手の那珂川仁美を発掘しプロデュースしています。毎月1、
2回唄い小屋冷泉荘と銘打ちB棟1階の2コ1多目的スペース
にてどなたでもふらっと入って気軽に聞いていただける様に
と那珂川仁美のライブを行なっています。演歌からロック、
CMソングまで色んな地元から生まれた音楽を温もり
が伝わる距離で伝えて行けたらと思っています。
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「株式会社リリカムジカ」 さんA32号

冬の夜　アトリエに響く音
日時：12月12日（金） 
　開場19:30 / 開演20:00
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：予約 2,500円
　　　当日 2,800円
　　 ＊１ドリンク付き
演奏：樽木栄一郎［ギター］
　　  永見行崇［鍵盤、打楽器］
　　  CYLVAC
　　  （zerokichi［ウクレレ］＋西村周平［ギター］）
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
　　　　E-mail : info@yakuin-records.com
　　　　件名を『12/12ライブ』、お名前と人数を明記

このゆびとまれ 2ndグループ作品展
「ぶきようなハーベスト」
～季節外れの収穫祭。ひっそり、こっそりこのゆびとまれ～

日時：12月8日（月）～14日（日）11:00～17:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
グル-プ名：このゆびとまれ
作家名：大坪由季、古賀ひとみ、小笹千晶、
　　　 冨安麻衣子、錦織瑞穂、山下なつき
【問い合わせ】pipp.papp.gi@me.com

初回名古屋でのグルー
プ展を行った「このゆび
とまれ」が新メンバーを
迎えての2ndグループ
作品展を開催します。

池浦和也展-Present-
クリスマス前に「プレゼント」
するって事を考えてみる企画。
（予定）

日時：12月19日（金）
　　　　 ～23日（火・祝）
　　 12:00～19:00
会場：B棟１階２コ１多目的スペース

日時：12月6日（土） 開場18:45 / 開演19:00
会場：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」
大衆演劇小屋のように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同じ様に1人で仕切ります。

日時：12月27日（土）開場18:30開演19:00（予定）
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：¥2,000 （税込 1Drink付 全席自由）
https://www.facebook.com/marimoenka

歌い小屋冷泉荘Special 那珂川仁美「結」
今年最後の唄い小屋冷泉荘は
Specialバージョン。那珂川仁美
いつもよりたくさん唄い喋ります。
しかも1Drink付き。ゆっくりお楽
しみください。

冷泉詩話会（詩の勉強会）

日時：12月21日（日） 14:00～17:00
会場：A41号 渡辺玄英事務所
受講料：二千円
申込み：事前にメールで　zz79@goo.jp　まで

渡辺玄英主催の詩の教室。詩の講読、および合評会
形式での実作指導をします。

油彩、デザイン、シルクスクリーン、切り絵等様々
なジャンルの作品展です。

工房かたつむり イリベナオヒサ 作品展
「～愉（ゆ）～」

会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
【問合せ】工房かたつむり
住所：福岡県糟屋郡宇美町宇美4-4-1 加藤ビルA-107
電話：090-5023-3352

会期：12月15日（月）～21日（日）
        10:00～20:00　（初日のみ12:00～）


