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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。

入居応募に関する
お問い合わせ：

冷泉荘事務局
（092-985-4562）
ご気軽にご連絡
くださいませ。

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

アクセサリー教室企画・制作会社

詩
の
ア
ト
リ
エ

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
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このところ外の仕事が忙しくて、冷泉荘での仕事量が

激減してしまった。とはいえ、この五年間で冷泉荘では

ずいぶん原稿を書いている。一千枚は軽く超えている

だろう。共著で三冊、一人で一冊。あと今年一冊（詩と

詩論の選集）が思潮社から出ます（と宣伝。でも、これ

までのことより、このさき何をするか。

いうまでもなく。
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執筆、食育、集落支援 総合映像制作会社
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「渡辺玄英事務所」 さんA41号

Saturday Night Vaudeville Show
日時：1月10日（土） 
　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  ＊１Drink付
DJ：森秀樹（diti）
出演：Baron & Jordon／CYLVAC
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
　　　　E-mail : info@yakuin-records.com

3年目の南下ツアーファイナル！
日時：2月8日（日）  開場19:00 / 開演20:00
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
出演：青谷明日香 with まーと（天草）／CYLVAC
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
　　　　E-mail : info@yakuin-records.com

月光亭落語会 第六回
「笑売繁盛めぇでてえなの巻」

対談「作曲家・宇佐美陽一という所作」 
　　　宇佐美陽一 × 山内 泰

日時：1月31日（土） 19:00～20:30
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
出演：宇佐美陽一（作曲家）
　　 山内泰（NPO法人ドネルモ代表理事）
料金：入場無料　　定員：45名

期間：1月16日（金）
         ～18日（日）
時間：11:30～19:30
会場：A31号 アトリエ穂音
講師：日本画家・比佐水音
［問］ 070-5534-1114（ヒサ）
http://atelier-horn.com/

アトリエ穂音＋ソネス＋若久教室作品展
「掛け軸・寸松庵色紙展」

手塚夏子「私的解剖ワークショップ」

時間：19:30～21:30 （日程は変更となる可能性があります）
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：1回 2,000円 / 5回通し 8,000円
　＊5回通しの方、5/22、23（金・土）に開催の新作公演を半額割引

【お申込み・お問合せ】
natsukote@gmail.com／070-5550-9321（手塚）

①1月29日（木）『体の一部に意識を集中してみる』
②2月19日（木）『体の状態が変わると空間も変わる』
③3月19日（木）『道場破りの振り返り』
④4月16日（木）『日常の動きをトレースする』
⑤5月7日（木）『内発的な状態を見つけて歌を歌ってみる』

体を観察したり、人と人の関わりを観察し続けることで制作
したコンテンポラリーダンス作品「私的解剖実験シリーズ」
をもとに、手法の変化を実感できるワークショップを開催。
ダンス、演劇、音楽、体に興味のある方、遊びに来て下さい！

グルービーキッズヨガ

日時：1月25日（日）
　　  11:00～12:00　3歳～低学年
　　  13:00～14:00　低学年～12歳
会場：B34号 ラウレアスタジオ
参加費：800円 (税込・お土産付き)
【お申し込み】
080-3377-2440 / laulea.yoga@gmail.com

動きが活発になる頃から成長期のお子様の発達を、集中
力が途切れないようなゲーム感覚のヨガで子供たちの個
性を引き出します。子ども達がヨガに親しみ、楽しく、笑顔
たくさんの時間を皆さん一緒にすごしましょう。

1月10日（土）［夜の部］ 18:00 開演 （開場17:30）
1月11日（日）［昼の部］ 14:00 開演 （開場13:30）
   　　　　      ［夜の部］ 17:30 開演 （開場17:00）
場所：冷泉荘演芸場 （B棟１階２コ１多目的スペース）
木戸銭：¥1,000 （お茶菓子付／自由席） 要予約
出演：月光亭愛眼（立石義江）／月光亭百幸（上田裕子）
月光亭久留米（杉山英美）／月光亭春吉（古賀今日子）
【ご予約】メールで日時・席数、お名前、電話番号を
お送り下さい。  gekkoutei_2010@yahoo.co.jp
        http://www.facebook.com/gekkoutei

笑門来福うめぇことやんな、ひつ
じ年！月光亭落語会は福岡の地
元劇団「ギンギラ太陽’s」に所属
していた女優たちの落語ユニッ
ト。演劇とは対極な座布団一枚
の上で、お客様との真剣勝負！
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