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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！
 ３月、サテライト冷泉荘が新たに「２室」展開予定です！
505号 「株式会社リードグラフィクス」：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

総合映像制作会社
(株)グループ現代

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

02 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

私たちはデザイン制作会社です。サテライト冷泉荘、
蝶和ビル「土間のある部屋」で活動しております。
日頃あれをこうしてみたいとか、ここがこうなればい
いなとかありましたら何でもご相談下さい。元気で
ハッピーになるようなデザインをご提案いたします。
今後共よろしくお願いいたします。

cover model

505号 株式会社リードグラフィクス さん

日時：2月13日（木）、26日（水）
　　　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。

冷泉詩話会（詩の勉強会）

日時：2014年2月16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

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。

デザイン会社

社会システムが大きく変化しようとしている今、システムに
飼いならされた私たちが、その外側を夢見る。これからど
んな新しいシステムに巻き込まれそうになったとしても、
ステップ踏んでやりすごせるくらい身軽でいたい。音楽、演
劇、お芝居、ダンス、もろもろの領域の境界を解くような作
品を、作品という線引きもほどけてしまうような何かを
並べて、半日どっぷり味わおう！

飼い馴らされない表現のフェスティバル「野良」
　　肉球で　縁側蹴って　向こう側

日時：2月11日（火・祝） 
　12:00～21:00 ［３部構成］
会場：B１F 冷泉荘ギャラリー
料金：お代は見てのお帰りで
出演［五十音順］：大澤寅雄（文化生態観察）／かもめマ
シーン／河合拓始（ピアニスト・作曲家）／ソ・ヨンラ
ン（振付家・パフォーマー・多元芸術アーティスト）／手
塚夏子（ダンサー・振付家）／栩秋太洋（ダンサー・振
付家）／外山恒一（革命家）／はぐれ雲一座／羽鳥
嘉郎（演出家）／武藤大祐（ダンス批評家・振付家）／
山中カメラ（現代音頭作曲家）
「野良」HP： http://nora211.blogspot.jp/

日時：1月20日（月）～2月6日（木）
　　　10:00～19:00 （休廊日なし）
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
料金：入場無料 （ライブも無料、予約不要）

週末コラボレーションライブ：
・2/1（土）16:30～：峰尾かおり（おどり）
　18:00～：永田壮一郎（KIJIMA SOUND SYSTEM主宰）
・2/2（日）16:30～：夏野雨（福岡ポエトリー主宰）
　　　　 18:00～：松本秀文（ことばクリエイター）

【詳細・問合せ】 　http://bit.ly/who_she_is
  tel：050-5879-4344 （平地智。会期中のみ開通）

「それは詩なの？」という名前の「ことば」
のイベントです。詩の展示だけでなく、糸
電話や双眼鏡、木のブロックなど「ことば」
で遊べるものや参加型のイベントも。週末
は朗読やゲストとのコラボレーションも行
います。どなたもお気軽にお越しください。

それは詩なの？

お問い合わせは：http://leadgraphics.net/

サテライト冷泉荘  蝶和ビル

劇団 化学変化 短編シリーズ
No.0『カガク』
劇団 化学変化とは、非日常系日常劇
を確立すべく主催＠hrnskkkが立
ち上げた劇団。立ち上げから一年、
メンバーそれぞれ客演、スタッフを
行い、劇団の活動としては、”マジレ
ク”と言って子供の頃にやった遊び
を本気で遊ぶ、というワークショップ
を経て、2014年旗揚げ。

会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
チケット：一般 1,000円／学生 800円
キャスト：@hrnskkk、入部亜佳子、岩﨑拓人、
　　　　内野利典、緒方春香
予約メール：kgk.hnk@gmail.com
＊日時・枚数・氏名・電話番号を書いて送信してく
ださい。

日時：2月8日（土） 13:00 開演 / 17:00 開演
      2月9日（日） 13:00 開演
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