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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。　
   （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、「サテライト冷泉荘」として展開中！
505号 「株式会社リードグラフィクス」：８月より蝶和ビルに
引っ越してきました。ブランディング、SP、各種印刷物、
WEB、サイン、店舗デザイン等をしております。
602号 「-body care- IWASAKI」：有資格者（柔道整復師）に
よるオーダーメイドマッサージ。完全予約制。［092-292-3783］

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

レンタサイクル&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

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

12 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！

コンパクトでアットホームなオフィスや
アトリエをお探しの方いらっしゃいませんか？

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

4月に冷泉荘に仲間入りさせていただきました。生業はコン
テンツ企画～広告制作。11月は上天草のグルメイベントの企
画運営と、西日本各地の観光セミナー講師で、行ったり来たり
でした。もっともっと人や町や動物が楽しく生きていけるよう、
身と心を削りたい所存です。さて12月ですね。忘年会ですね。
飲みに行きたいですね。お気軽にお声掛けください。末永く愛
してください。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

cover model

A43号  株式会社マサカノ さん

冷泉詩話会（詩の勉強会）

日時：2014年1月19日（日） 14:00～17:00
会場：A41号 渡辺玄英事務所
受講料：二千円
申込み：事前にメールで　zz79@goo.jp　まで

アトリエ穂音 日本画教室作品展
「金屏風と白い蝶」

日時：12月14日（土）～12月22日（日）
　　　12:00～19:30
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：入場無料
＊展示期間中、喫茶できます。
　お抹茶と菓子 600円
［お問合せ］ アトリエ穂音   ☎070-5534-1114
   　　　　 http://atelier-horn.com/

日時：12月27日（金） 開場18:45 開演19:00
会場：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

歌い小屋冷泉荘 「那珂川仁美 新たな唄」
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。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。

渡辺玄英主催の詩の教室。詩の講読、および合評会形式
での実作指導をします。

季節・風景から見える色を、空間系EffectやLoop
等駆使し、音へと紡ぎ上げる西村周平と空間や人と
の出会いを大切にウクレレソロ演奏のzerokichiの
白い蝶を探す音の景色

アトリエ穂音 日本画教室＋sones教室＋若久教室の
生徒達と、アトリエ穂音主宰／日本画家・比佐水音と
が、小さな金屏風に、伝統的な日本画絵具を使い、そ
れぞれ各々のスケッチから、植物、食べ物、景色、色々
な「物の形」を描きました。そしてそこには、白い蝶も飛
んでいます。どうぞ、お楽しみに、ご観覧ください。

デザイン会社

冬の音景　-白い蝶を探して-

日時：12月18日（水） 
　　　19:30 開場／20:00 開演
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：料金：2,000円（１ドリンク付き）　＊要予約
出演：西村周平（guitar）／zerokichi（ukulele）
［予約］ アトリエ穂音   ☎070-5534-1114
　　　 http://atelier-horn.com/

9sta 5brands 冬のアクセサリー

会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
出店ブランド：festoon
　　notre bijoux / つぼみ
　　sitoa söpö / petit prunier
【問】㈱キュースタ 092-986-2511, www.9sta.net/

日時：12月8日（日） 
　　　11:00～18:00
　　12月9日（月） 
　　　11:00～17:00

藤元高輝×山田岳　ギターデュオ・リサイタル
気鋭のギタリスト、藤元高輝・山田岳によるデュオリサイタ
ルです。他ではなかなか味わえない個性的なプログラム。
彼らならではの「クリスマスコンサート」にご期待下さい。

会場：B棟1階 ２コ１多目的スペース
料金：前売3,000円 学生2,500円 当日＋500円（全席自由）
出演：藤元高輝（ギター）、山田岳（ギター）
【プログラム】ヘルムート・ラッヘンマン：コードウェルのための祝砲／
ブライアン・ファーニホウ：まったく時間がない／ヴィンコ・グロボカ
ール：水についての対話／ポール・ドレッシャー：いま僕たちのいると
ころ／池田圭佑：描像「タカプラ前」～クリスマス・コンバージョン～

チケットご予約・お問合せ：080-3397-1390（山田）

日時：12月24日（火） 19：00開演／18:30開場

Mont Blanc Black
 第5回公演 「花」
１年ぶりモンブラン部新作公演！
高山実花、小松真貴の女二人が上
質・・・？なコントをお届け！冬にぴっ
たりのお話を上演します！

会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
チケット：前売 1,000円／当日 1,200円
　　　　二人以上割 800円（前売りのみ）
予約メール：montblancblack1@gmail.com

日時：12月14日（土） 14:00 開演 /19:00 開演
      12月15日（土） 13:00 開演 /16:00 開演

ご用命はこちらまで   TEL：092-982-0676
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