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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55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4,000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。

すぐ近くの蝶和ビル、サテライト冷泉荘としてさらにお部
屋が増えました！「土間が繋ぐ」をテーマとした505号にまも
なくデザイン事務所オープン！柔道整復師有資格者による
オーダーメイドマッサージ「-body care- IWASAKI」さん
（602号、092-292-3783）とともに、サテライト冷泉荘が
大きく動き出しています！！  ［蝶和ビル：博多区店屋町4-8］
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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

TVオンエア／パソコンサポート
サービスパーク

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

入居者募集中

08 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！

冷泉荘の長屋的特徴を集約した
選べるミニチュアなシェアオフィス

オーダーメイド
マッサージ

602505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

第７期 Laulea studio ヨガ養成コース説明会

実践者が語る！社会起業のススメ
「島根で暮らす・仕事をつくる」
（江津市ビジネスプランコンテスト説明会＠福岡）

会場：B34号 Laule’a yoga&pilates studio
詳細はこちら：http://laulea-yoga.com/

日時：8月18日（日） 12:00～14:00

日時：8月5日（月）　19:00～21:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
入場無料、定員40名
【ご予約・お問い合せ】NPO法人てごねっと石見
0855-52-7130 / bonkobara@tegonet.net

島根県石見地域を拠点に創業支援・
人材育成に取り組むNPO法人「てご
ねっと石見」の中心メンバー・尾野寛明
さん［NPO法人てごねっと石見 副理事長/
（有）エコカレッジ代表取締役］、盆小原照晶
さん［NPO法人てごねっと石見］、森脇淳日時：8月12日（月）  開場18:30（予定）　開演19:00

場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
入場料金：¥2,000（税込）
歌い小屋冷泉荘 「那珂川仁美 新たな唄」
レギュラーライブ
日時：8月29日（木）  開場18:45  開演19:00
場所：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

唄い小屋冷泉荘＋(プラス)
長江健次&那珂川仁美 ジョイントライブ「居場所」

大衆演劇小屋をイメージして、
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のス
ペシャル版、大阪での長江健次
さんとのジョイントライブが好評
につき福岡でもライブが決定！

日時：8月10日（土）    ＊8/10 夜の部、予約満席
　［夜の部］ 18:00開演 （開場17:30）
      8月11日（日）
   ［昼の部］ 13:00開演 （開場12:30）
   ［夜の部］ 18:00開演 （開場17:30）
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 （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】メールにて日にちとお時間・席数、お名前
と電話番号をお知らせください。
gekkoutei_2010@yahoo.co.jp

月光亭落語会 第四回
「浮き世うかれて夏まつりの巻」
同時開催/ 『月光亭縁日』　角打ち・屋台もお楽しみ下さい

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
が勢いで立ち上げた落語ユニ
ット。芝居とは対極の座布団一
枚の上のお客様との孤独な真

2009年6月にオープンし5年目を迎えました。ベーグル
は九州産小麦と天然酵母、天然塩、麦芽（砂糖・乳
製品・卵 不使用）を基本とし、８種類を毎日店内で
焼いています。ベーグルサンドや期間限定ベーグル
（今月はココナッツチョコ）、焼き菓子、ドリンク等
もございます。ベーグルのご予約も出来ます
のでお気軽にどうぞ。   　　092-263-1220

cover model

A11号  RILL BAGEL さん

「土間が繋ぐ」

日時：8月16日（金）
［１部］ 10：30～11：30　ヒーリングヨガ   　1,500円
［２部］ 12：00～13：00　クリスタルボウル　1,500円
　　　１部 ２部セット　2,500円　（マット付き）
ご予約：laulra.yoga@gmail.com  担当：高橋ひとよ 迄

8月16日　終戦記念日
追悼クリスタルボウルコンサート＆ヒーリングヨガクラス

ヒーリングヨガ
ヨガを行うと、今まで気づかなかった身体の声
が聞こえてきます。様々なアーサナ（ポーズ）で
プラーナ（気）を少しずつ高めていきましょう。

クリスタルボウルコンサート
クリスタルボウルから発せられる音の波動域が
私達の体を突き抜けていく感覚を体験できます。

7月12日に
55歳に

なりました☆

さん［江津市役所］が来福。「島根で暮らす・仕事をつくる」
をテーマとしたトークやビジネスコンテストのPRを行い
ます。後半は、福岡から地域ビジネスにも詳しい橋爪大
輔さん［ダイスプロジェクト代表取締役］がパネリストとして、
コミュニティデザインに取り組む山内泰さん［NPO法人ド
ネルモ代表］がファシリテーターとして加わり、「地域をつ
くる働き方」をテーマにクロストークが開催されます。

剣勝負にすっかりはまり、「清く正しく軽やかに落語を遊
ぶ」をテーマに、冷泉荘を演芸場にみたてての落語会。

Laule'a studioはヨガ養成コースに自信があります。受講
中は安心の環境で体験を深めるため…そして、卒業後も
ずっと繋がっているＯＨＡＮＡ（家族）であるようにと卒業
後の勉強会や懇親会は欠かせません。そんな、スクール
だからこそ皆さんのすべての疑問や不安にお答えします。 
当日は卒業生からの生の声も聴くことができます。
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