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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4,200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！
  サテライト冷泉荘、新たに「２室」募集中です！
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］
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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
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日時：4月12日（土） 18:00～
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：２千円 （１ドリンク付）
出演：（詩の朗読）松本秀文・平地智
　  　（弾き語り）イマハシリョヲタロウ［ドルメンズ］
　  　（企画・運営）星野美南
［お問い合わせ］ 090-8396-8368 （運営事務局）

群青から湧き上がる　「個」としての蒼　海と空のあいだ
雷鳴を予感させる枝たち　奏でられる音は　百年の恩窮
まるで光のように　そして　世界に詩が降り積もる
古くからの博多文化の流れの中で、新しい場作りをしたい
と思い、このイベントを企画しました。場作りと、同時代性、
詩の朗読と、弾き語り、仲間と楽しく遊ぶ事、そして、重力
から自由になる事（！？）、それが「蒼い光の詩（うた）」です。

蒼い光の詩（うた）

日時：4月23日（水） 19:30 開演
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
出演：ヨシダダイキチ(シタール)
　　 星川裕稀 (Close up Magic)
料金：予約2,200円 当日2,500円
 　　＊学生1,500円 （要予約・当日学生証提示）
［予約］info@yoshidadaikiti.com

北インド発祥の弦楽器・シタールの日本を代表する奏者
ヨシダダイキチ氏のソロライブとトーク。今回は、イリュー
ジョンを用いて驚くような芸術を作り出すクローズアップ
マジシャン・星川裕稀氏のパフォーマンスも。インド音楽の
シタールとマジックですが、実は多くの共通点があります。
それは一体？？ぜひ、皆様の耳と目で、体感してください。

ヨシダダイキチ
シタールソロライブ & Close up Magic

http://atelier-horn.com/

A31号    アトリエ穂音 さん 
A棟3Fの「アトリエ穂音」は、五感を感じてもらうため
の場として、2006年よりopen。普段は、主宰する日本
画作家／比佐水音さんの日本画教室ですが、ミュー
ジシャンによる音楽教室、ライブなどがあり、音楽を愛
でる場としても、ここ福岡や、東京、全国から、ミュージ
シャン達が、素晴らしいライブを届けてくれています。

カフェ等でのライブ経験、他アーティストへの楽曲提
供、CM楽曲・映画音楽製作などそれぞれの経験を活
かしながら、原点にもどりつつも変わって行ける柔軟
さで＜伝わる唄とメロディー＞をテーマに活動中の
mount sugar。久しぶりの穂音ライブ！！

プラスミーツアー2014九州編
「mount sugar LIVE at アトリエ穂音」

日時：4月17日（木） 
　    19:30 開場／20:00 開演
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：予約 2,500円
　　  当日 3,000円
　　  ＊共に１ドリンク付
出演：とんちピクルス
　　  mount sugar with zerokichi
［予約］ アトリエ穂音   ☎070-5534-1114
   薬院レコード　info@yakuin-records.com

『はじまりの鐘』リリースツアー新緑篇
tico moon & zerokichi LIVE
日時：5月1日（木） 
   19:00 開場／20:00 開演
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：予約 3,000円
　　  当日 3,500円
　　  ＊１ドリンク付
出演：tico moon／zerokichi
［予約］ アトリエ穂音   ☎070-5534-1114
   薬院レコード　info@yakuin-records.com
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福岡を中心に活躍中のクリエイター
＆作家や人気のお店やさんなどなど
（アクセサリー、雑貨、洋服、バッグ、布

会場：冷泉荘のあちらこちら
詳細はコチラ　http://www.aozoraichi.info/

日時：4月20日（日） 11:00～18:00 雨天決行

れいぜん荘ピクニック2014・春
さまざまな業種のたのしい方 と々の
出会い、お部屋の見学など、冷泉荘
をまるっと楽しめます！冷泉荘のあ
ちこち、各お部屋でアクセサリー展、
洋服展示、ちっちゃなマーケット、

管理人の冷泉荘ツアーなどたくさんのイベントを２日間
開催。冷泉荘へわくわくのピクニックに出かけませんか？

会場：冷泉荘のアチコチ、各お部屋
【お問い合わせ】冷泉荘事務局　092-985-4562
イベントの詳細は冷泉荘HPにて随時更新中！
http://www.reizensou.com

日時：5月31日（土）、6月1日（日）
　 11：00～18:00ごろ  （各イベントごとに異なります）

小物、木工、文具など）のマーケット。可愛い雑貨に、美味
しいコーヒーに食べ物…占いにマッサージ、絵本の読み
聞かせまで、約50店が集まります。前回大好評だったの
で振る舞いワイン（先着100名様）行います。お楽しみに！

表紙写真：『音楽ヲ紀行』 LIVE：Elements of the moment ／ 永山マキ×イシイタカユキ ／ Zerokichi ／ 西村周平 ／ アトリエ穂音（比佐水音）
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