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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
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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

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・松隈孝幸さん、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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