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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

）休定曜火 ,00:91～00:11（    

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。　

）料無は用利の球卓や書読、室話談（   
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。

（　3873-292-290 ］問［ 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

アクセサリー教室企画・制作会社

エ
リ
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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
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

一席より入居募集中

06 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オフィス

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

橋本拓也1st mini album
「FREE ENERGY STUDY」リリースツアー

会場：A31号 アトリエ穂音
料金：1,500円（要ドリンクオーダー）
出演：橋本拓也／とんちピクルス／zerokichi
【予約・問】070-5534-1114 （アトリエ穂音 比佐）

）ofni也拓本橋（ moc.liamg@noknek.9c        
ten.ad-it.tamorhca9c//:ptth ：.ofni ●   

日時：6月14日（金） open19:00 ／ start19:30

サービスパーク
テレビ番組の生放送(OAD、FD、ノンリニア編集など)、パソコンの
不具合相談や機器増設も承ります。
090-9581-9893 / aki0914akihiro@hotmail.com

bridesmama
婚礼専門コンサルタント、プロデュースのブライズママ、『引力の
間』で機動力を確保しています。

森の新聞社
食と農のライター、生活文化研究家。
冷泉荘初級ガンプラ講座マネージャーです。

第２回 福岡ポエイチ
世の中には、たくさんの文学系同人
誌・詩集・歌集があります。しかしそ
の多くは、身近な本屋さんには置い
ておらず、実際自分の手にとってみ
てみたり、購入したりすることが困

場所：B棟1F 2コ1多目的スペース
内容：文学系同人誌の展示即売会および交流会
料金：入場無料
ゲスト：TOLTA　ヤリタミサコ
【問】福岡ポエイチ実行委員会
　　poeiti@hotmail.co.jp

日時：6月8日、9日（土・日）  12:00～18:00

難です。そんな詩歌や小説の同人誌・手作り小冊子を販
売したり、詩や小説について話したり情報交換したりで

開を」チイエポ岡福「、月6年3102てしと場の流交るき
催。だれかの書いた詩や文章が、それを必要としている
人にわたっていく、そんな機会になればと願っています。

A21号 引力の間 の みなさん

サテライト冷泉荘「蝶和ビル」、２室の
リノベーション進行中！  6月末完成予定！
サテライト冷泉荘としてお馴染みのレトロビル
「蝶和ビル」。蝶和ビルがある店屋町周辺は、博多の
伝統文化が集積するまち。さらに蝶和ビルの前身は
京都の由緒ある呉服店。「博多のまちと京都の伝統

婚礼プロデュース
bridesmama

執筆、食育、集落支援
森の新聞社

TVオンエア／パソコンサポート
サービスパーク

cover model
年齢、職種など違いますが、刺激し合い、情報を交換する
ミニチュアなオフィス『引力の間』の３名の住人です。

日時：6月6日（木）、6月23日（日）
開場18:45  開演19:00  （月に２回開催予定）
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

」唄なた新 美仁川珂那「 荘泉冷屋小い歌
大衆演劇小屋をイメージし、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
るように同じ様に1人で仕切ります。
また、実験的な事にも失敗を怖れず
挑戦して行こうというライブです。

日時：6月29日（土）  開場18:30  開演19:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：2,000円
出演：LeiHa（箏）／ 新部健太郎（舞踏）／ 
       裵永珍［ベヨンジン］（杖鼓 チャング）
【問合せ】 kotyuten@gmail.com

箏鼓踏 Sou Ko Toh

舞踏、杖鼓（チャング）、箏　三つの断章が織りなす
異色のパフォーマンス。

日時：7月27日（土） 14:00 開演、17:00 開演
　　7月28日（日） 14:00 開演　（開場は開演30分前）
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
チケット［各１枚価格］：前売 800円／当日 1,000円
　　　２人以上割り 600円（前売のみ、２枚以上から）
【予約】  http://ticket.corich.jp/apply/45246/

MontBlancBlack 第４回公演 こま茶屋企画vol.1
「みんな笑ってくれるかな？ってめっちゃ不安なんです
けど、楽しんでもらえるようがんばります！！ in 冷泉荘」

モンブランブラック・小松を中
心招集された”こま茶屋企画”。
今回は女流落語家・粗忽家と
まとらを加え”モンブラン部”と
はひと味違う笑いに挑戦★

意匠が調和しクリエ
イティビティが育つ
ビル」をコンセプトに
「GROW!!Creative 
SOHO」をテーマとし
た2室のリノベーショ
ンが進行中！6月末、
完成予定☆
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