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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54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

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

建物を大切に活かす（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。
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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4,000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602号室がサテライト冷泉荘として始動中！
「-body care-  IWASAKI」  有資格者(柔道整復師)による
ボディケアのお店。 痛くない、気持ちいいけれど、楽になる
オーダーメイドマッサージを提供しています。完全予約制。
 ［問］ 092-292-3783　（博多区店屋町4-8 蝶和ビル602号）

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

レンタルサイクル

韓国語教室

ベーグル

NPO法人 ドネルモ

アクセサリー教室クリエイティブ・オフィス

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

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

婚礼プロデュース
bridesmama
占いと占いアプリの開発
uranaisu

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

一席より入居募集中

12

第25回 福岡市都市景観賞 活動部門を受賞！！

市民の景観に対する意識を高め、まちへの愛着を深めてもらうた
めに昭和62年に創設された福岡市都市景観賞。地域の魅力を高
めている企画や活動に贈られる「活動部門」において、「リノベー
ションミュージアム冷泉荘」が見事受賞！！昭和レトロの雰囲気を
残したリノベーション（修復）建築として高い評価をいただき、入
居者さんやまちの方の情報発信の場、街なかの交流の場として
親しまれていると評価いただきました。ありがとうございます！！！

詳しくは冷泉荘ホームページまたは
冷泉荘事務局まで！

A21号 「引力の間」 入居者募集中！

冷泉荘のなかにミニチュア冷泉荘！？
ハイカラでソフトな大人部屋、あります。

【予約】 NPO法人筥崎千年音楽舎 090-6634-8833

筥崎現代音楽祭2012 「ジョン・ケージの100年」
ジョン・ケージのサーカス・ライブ
日時：11月30日（金） 20:00開演
場所：B棟１階 2コ1多目的スペース
料金：前売1,000円  当日1,500円
    ＊18:00～プレトーク（リベラルアーツ講座-1）
      「ジョン・ケージの教え」 by 柿沼敏江

日時：12月1日（土） 18:00開演
場所：B棟１階 2コ1多目的スペース
料金：前売2,500円  当日3,000円  学生1,000円
    ＊16:00～プレトーク（リベラルアーツ講座-2）
      「ジョン・ケージを弾く」by 高橋アキ

日時：12月16日（日）  9:40am～2:40pm
集合場所：福チャリ［冷泉荘］ 9:40am（雨天中止）
料金：自転車持ち込み: 3,500円 (保険代込み)
　　  自転車レンタル: 4,500円 (保険代込み)
　　　　　　※昼食代および飲料代は含みません。
コース：アサヒビール工場、福岡空港国際ターミナル
予約：092-292-8889 fukuchari@gmail.com

日本語禁止の「自転車英会話ツアー」

602サテライト
冷   泉   荘
蝶和ビル

サテライト
冷   泉   荘
蝶和ビル

博多区店屋町4-8

「洋服」を作ってみませんか？

開催日：12月9日（日） 13:00～19:00
（お好きな時間からスタート！２時間以上の利用可能）
場所：B棟１階２コ１多目的スペース   　先着４名
料金：1,000円（２時間） ３時間目から１時間500円
予約：12/7（金）20時までに下記連絡先にSMSに
てお知らせ下さい。　  090-6421-1550（山本）

九州大学芸術工学部公開講座　絆の環境設計
　『「これまでの絆」から「これからの絆」へ』
　　　③ 緑・社会・絆 ― エコロジー ―

場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
講師：朝廣和夫／藤田直子／近藤加代子
コーディネーター：土居義岳
受講料：各回1,500円  高大生1,000円 （定員40名）
問合せ：九州大学芸術工学部学務課
092-553-4587, gkgnyushi@jimu.kyushu-u.ac.jp

日時：12月6日（木） 19:30～21:30

東日本大震災からの復興において、地域のランドスケープを
考える学生たちの取り組み、祈りの共同体が都市において
守り育んだ緑地である社叢、人と物の循環的なサイ
クルの中で事業化される森林バイオマスの取り組み
などを通して、緑の環境を織りなす絆を考えます。

アトリエソレイユでは、冷泉荘２コ１多目的スペースで月１
～２回の洋裁教室を開催。広いスペースでご自身のつくり
たい服を作っていただけます。初めての方からステップアッ
プしたい方まで、みなさんの服作りをお手伝いいたします。

cover model

Ｌａｕｌｅ’ａ　クリスマスの森
ディープリラクゼーション＆クリスタルボウル

場所：B34号 ラウレア スタジオ
参加費：3,000円（子供可）

開催日：12月16日（日） 13:00～15:30

ヨガ＆マッサージ＆クリスタルボウルの響きで究極の至
福へと導きます。自分と向き合う為のクラスです。
詳細はラウレア スタジオＨＰをご覧ください。
http://laulea-yoga.com/

アトリエで聴くギターの響き  goro ito LIVE

　　  演奏：伊藤ゴロー（gt）
　　  トークゲスト：エドツワキ
◎予約・問：070-5534-1114 （ヒサ）
　　　info@yakuin-records.com

日時：12月23日（日）
    19:00開場／19:30開演
会場：A31号 アトリエ穂音
料金： 3,500円 ＊１ドリンク付
（ドリンクはcoffonさんが出張！）

【予約】 gekkoutei_2010@yahoo.co.jp

月光亭落語会「駆けこめ！師走のしわ寄席の巻」
もう師走、まだまだ師走。やっとけ
聞いとけ笑っとけ。駆け込め！師走
のしわ寄席の巻。

場所：冷泉荘演芸場 （A41号 渡辺玄英事務所）
木戸銭：1,000円（お茶菓子付） 要予約、定員各30名
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）

12月8日（土） ［夜］ 18:00開演
　　 9日（日） ［昼］14:00開演 ［夜］17:30開演

ジョン・ケージの「ソナタとインターリュード」
高橋アキ ピアノリサイタル

（表紙） 筆師・錦山亭金太夫さん、川崎町観光協会・
山本剛司さん、癒しくま・松隈 隆由樹さん、アトリエ穂音・比佐水音さん、bridesmama・宮崎千枝さんも表彰式に駆けつけて下さいました！！

・12月のイベント情報
・REIZENSOU LIFE

・交通アクセス
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泡でお酒を

　　 in 酒話　　 in 酒話

　忘年会シーズンです。ワイワイと楽しむのもよい
ですが、静かにシャンパン、スパークリングもよい
ですね。

　発泡ワインは多くの国で作られています。古くか
らワイン生産をしているモルドバ共和国の国営
「ミレスチ・ミーチ社」は世界最大級のワイン貯蔵
庫を所有しています。その規模は地下30m～80m

　コロンビアの首都ボゴタから、かの麻薬組織「メデジ
ンカルテル」で有名なメデジンの街にバスで移動する。
途中、バスはアンデス山脈の山中を爆音を上げてひた
走るのだが、窓を見ると大きなトレーラーが前をのろの
ろ走っている。

　長い登り坂なのだが、登坂斜線がある訳ではないの
で、バスの運ちゃんは追い越しのタイミングを計るべく
じっとトレーラーの後塵を我慢する。

　トレーラーの後ろを良く見ると、何と自転車に乗った
人がトレーラーの荷台を手でつかんでいるではないか。
登り坂を自らこいで登るのではなく、トレーラーの力を
借りようという算段だ。この光景はその後もコロンビア
で何度と無く見かけた。自分も昔、スクーターに乗った
友人の肩をつかんで走った記憶はあったが・・・これは
すごい。

　メデジンにはまた夜着いてしまった。明るいうちに着
きたかったのだが、そうはうまくいかない。バスターミ
ナルから鉄道駅に一人早足で向かいたいのだが、電灯

福チャリ福チャリ

とんでもなく親切なコロンビア人

福岡のまちをポタリング♪福岡のまちをポタリング♪
自転車の旅を楽しむレンタサイクル＆ツアー「福チャリ」

Pincha Mayur Asana
「孔雀の羽のポーズ」

ラウ
レア・

ヨガ＆
ピラティ

ススタジオの 　実はこれ、まだ完成ではないんですけど・・・やってみてくださ
い。これで十分腹筋（インナーマッスル）が鍛えられますよ。お腹
の吊りと肩周りがしっかりとしていないと、でんぐり返しになっち
ゃうんです。左記のポーズをとる事で、体幹がしっかりしてきます。

　皆さんは子供のころやりませんでしたか？まだ頭の重い子
供のころ、こうやっていつもと違う風景に驚いた事はありませ
んか？見慣れた風景が新鮮に見え、ここはどこなんだろうと言
う感覚、また不安を感じた事はありませんか？

　ヨガ的に言うと私達はこの身体を借りている魂なのです、今
の自分は本当の自分なのか、そして、自分と自分でないものと
の間で何を見出していくのかという事を、探しながら生きて行
くのだと・・・。難しいですか？

　愛する誰かの為にだけでなく世界の平和の為に、何かを行
動していきましょうね。今年も残りわずか、自分の為だけでなく
、他人の為に自分の出来る事探してみましょう。そ
れは優しい言葉を見つけるだけでもいいのですよね。

h i t o y o［laulea studio ヨガ＆ピラティス］

YOGA
笑顔
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みよし あさこ （吉原住宅有限会社　WEB・グラフィックデザイナー）

「冷泉荘より、ありがとう！」

　今回のこばなしは、当リノベーションミ
ュージアム冷泉荘です。なんと冷泉荘、
2012年度の「福岡市都市景観賞」の活動
部門賞を受賞しました！風格のある美し
いまちづくりと市民文化の向上に高い意
識を注ぐ福岡市。そんな福岡市のこの賞
の目的は「福岡のまちの魅力を創りだし
ている建物や通り、企画や活動に関係し
ている人たちの努力を讃え、広く市民に
伝えること」だそうです。まさしく、みんな
でつくり上げられた冷泉荘にふさわしい、

にあり、その距離なんと200キロ！スゴイの一言
です。もちろんスパークリングも生産しています
ので、興味を持たれた方は是非。

まこと  ［SOZOX / 福チャリ］

　12月から現大学3年生の就職活動が本格スタート
いたしました。私は数年前から就職活動用のメイク
を指導するセミナーを行っており、その中でたくさん
の女子学生(のメイク)と向き合って来ました。その際
はノーメイクのお顔も自分なりのメイクのお顔も見
せていただくのですが、残念ながらメイクをすること
によって逆に印象が悪くなってしまうというパターン
は少なくありませんでした。それにはいくつかの要因
が考えられますが、今回はその１つ「眉」に焦点を絞
ってお話をしてみたいと思います。今からのお話は就
活メイクだけに限ったお話ではありませんので、女性
の皆さんは鏡でご自身の眉をチェックしながら読ん
でいただければと思います！！

　好印象を与えるには眉は程よい太さがあり、なだ
らかでなくてはいけません。細すぎて角度のついた
眉は老けている印象、キツイ印象、さらに顔の余白が
目立ち太っている印象を与えます。

　眉メイクは大変難しい上に、眉はその時の流行が
色濃く出易いパーツです。しかし太めでなだらかな眉
は流行に左右されにくく一度やり方を覚えると細眉
よりよっぽど描きやすいです。眉をいきなり太めにす
ることに抵抗がある方は、最後に眉マスカラを使って
色を少しだけ明るくすることをオススメします。特に
髪色を明るく染めているわけではない方は眉マスカ
ラを使うことに違和感を覚えるかもしれませんが、騙
されたと思って一度使ってみてください。太めであっ
ても垢ぬけた印象を与える眉に仕上がりますよ。

酒民党員でもある、まちづくり屋さんに聞く！

も弱くうす暗い中、道が分からず地図を広げていると、
どこからともなく人が声を掛けてくれて行き方を教えて
くれた。

　そして駅に着いたものの、切符を買おうにも駅名や
路線名がよく分からず、乗り場の案内表示を見上げた
まま立ち止まる。するとまた誰かが教えてくれる。プラッ
トフォームの乗り場を探しているとまたまた家族連れが
声を掛けて案内してくれる。何なんだ、この親切さは！！
一挙手一投足、全てに案内してくれるではないか！

　電車に乗ったら車内で若者が近寄ってきて、腕には
めていたミサンガを外していきなり俺にくれるという。
何故？と聞いたら「アミーゴじゃないか」。

　街の建物の写真を撮っていると、若い女性たちが「そ
んな建物よりも私たちを撮って！」と。歩いていればすぐ
に声を掛けられるし、カフェに入れば店員がどんどん話
しかけてくる。

コロンビア、なんてフレンドリーで親切な国なんだ！

（つづく）

＊冷泉写真帖は、シュールでぷぷぷっと笑っちゃうよ
うな投稿写真コーナー。みなさまのステキ写真投稿を
お待ちしています！応募先は冷泉荘事務局まで！

今月の投稿者：雨宮ドラさん［テトラグラフ写真室］

このはやの中に入った人は、
えろになりますよ。（男この子）

みなみぶちょーの
スポ根的 美容塾

ド
ネ

ルモ

12 月12 月 皆さまといただいた賞だと感じます。こ
の場をお借りして、お礼申し上げます。

　実は、私も入社前から冷泉荘に通っ
ていた１人です。半世紀を経た建物の
雰囲気は、今も行くたび新しい風を感
じる爽やかな印象です。斜めの階段窓
や一段一段が低い階段、細部の美しい
カーブ、そして復元部屋で観ることので
きる小さいユニットバス…、何より集ま
る方々それぞれとても素敵な方ばかり。
大好きな冷泉荘。そして、冷泉荘を愛し
てくださる皆さまに深く感謝した記念
の日となりました。

メデジンにあるアンティオキア大学の構内
に入って何人かの学生に話しを聞いてみた。
なんと学生数は4万人もいるとか。CDや
DVDを売ったり、貸し携帯など商売をしてい
る学生がいて日本の大学とは少し違う。哲学
科を専攻する彼らもそうだったが、将来先生
になりたいと語る学生がとても多かった。

コロンビアいや世界で有名なデブ
専一筋のメデジン出身アーティス
ト、ボテロの作品が並ぶ公園

アンデスの坂をバスが爆音を
上げてよじ登る

序章と言う意味のカクテル。シャンパンフルートグ
ラスにスーズ20mlを注ぎ、シャンパンで満たす。

甘くて飲みやすいカクテルですが「私たちはいつ
も序章止まりね」と辛口のコメントを貰った事が
あります。

カクテルレシピ：『エチュード』

ピンチャ・マユール・アーサナ

ピンチャ：羽　マユール：孔雀

は、入りたい。。。！！！


