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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

ビルストック文化の学び合い、
そして発信の場

〒812-0026

・column REIZENSOU
・6〜7月のイベント情報

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

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

（11:00〜19:00, 火曜定休）

mail

物を大切に活かす
（ビルストック活用）」
を基本理念に、

092-985-4562

「ひと」
「まち」
「文化」
を大切に思う人たちが集まってい

yj@tenjinpark.com

ます。2011年１月には耐震補強工事を行い、冷泉荘の

電話/FAX

理念・思いをますます強め、発信しています。2012年、

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！

第25回福岡市都市景観賞 活動部門にて部門賞受賞。

博多リバレイン

http://www.reizensou.com/

バス停 博多座前
博多座
アジア美術館

twitterもみてね！

アカウントは

「reizensou」

冷泉荘 交通アクセス

国体道

路

中洲川端駅５番出口

冷泉
公園

サテライト
冷 泉 荘
蝶和ビル
博多区店屋町4-8

消防署、
冷泉閣ホテル

櫛田
神社

博多町家
ふるさと館

↓キャナルシティ、博多駅

大博通り

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。

うどんウエスト
店街
上川端商
２９０円 博多らーめん

←天神

地下鉄中洲川端駅

cover model

A21号「引力の間」

こだわりの旅の相談窓口
「ハッピネス旅行社」さん

“旅を通して笑顔と幸せを！”をモットーに、
お客様視点で旅の
ご相談を承ります。特に人生の節目、ハネムーン、海外挙式
等アニバーサリーな特別な旅の時は、
一生の思い出になる
ようお手伝い致しますので、
先ずはお気軽にご相談下さい。
ご相談：tanaka@happiness-travel.jp
TEL；090-2573-8097
https://www.facebook.com/happiness.fukuoka

第16回 あおぞら市@冷泉荘

4F

冷泉
復元部屋

写真スタジオと
研究室

NPO法人 ドネルモ
詩のアトリエ

冷 泉 荘 入 居 者 紹 介

5F

渡辺玄英
事務所

芸術現場調整家

企画・制作会社

アクセサリー教室
洋裁教室

3F

日本画のアトリエ
と教室

音楽事務所

韓国家庭料理
ダイニング・バー

歌い小屋冷泉荘「那珂川仁美 新たな唄」

ヨガ＆ピラティス

韓国語教室

屋台的空間で
和食を楽しめるお店

コンパクトでアットホーム
なシェアオフィス

A10

地域政策企画・サポート

,

ベーグル専門店

-

★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。

【お問い合わせ】株式会社リリカムジカ
info@lyricamusica.jp / Fax : 050-1200-4141
-

（談話室、読書や卓球の利用は無料）

リラクゼーション
＆マッサージ

執筆、食育、集落支援

205

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。

TVオンエア
パソコンサポート

505

総合映像制作会社

602

よりあい
読書室

こだわりの旅行の
相談窓口
冷泉荘近くの
「サテライト冷泉荘」、蝶和ビル
の 205号 に、新たにメンバー加わりました！

デザイン会社

オーダーメイド
マッサージ

レディース（一部ユニセックス）カジュアル
ラインのオリジナルウェアやファッション
雑貨を販売する、ネイビーカラーの小さな
アトリエショップ。
http://beret.jp

第３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
たり、購入したりすることが困難で
す。
そこで、
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する交流の
場があれば、
と思い、ポエイチを開催しています。詩歌
や小説を書いている方、読むのが好きな方、
どうぞお気
軽にお立ち寄りください。

日時：6月7日、
8日（土・日） 12:00〜17:00

ゲストパフォーマンス：両日とも14:00〜（観覧無料）
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： 7日
（土） 黒瀬珂瀾（歌人）

８日
（日） 三角みづ紀（詩人）

【問】福岡ポエイチ実行委員会
poeiti@hotmail.co.jp

冷泉詩話会（詩の勉強会）
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。

日時：6月15日
（日）14:00〜17:00
会場：A41号 渡辺玄英事務所
受講料：二千円

官兵衛の夜た話 第四夜

申込み：事前にメールで zz79@goo.jp まで

〜戦国ブランドから見る黒田官兵衛生き残りの可能性〜

テヅクリーナ

『平成の戦国ビジネス生き残り大作戦』

2016年の大河ドラマが三谷幸喜氏の脚本による
「真
田丸」に決定しましたが、現代の戦国武将の隆盛を
10年間見つめてきた戦国ブランドのパイオニア・もの
入居募集中
のふ主宰の田中さんに、大河ドラマ
『軍師官兵衛』放

「BÉRET atelier de blue」

アパレル／オリジナル
カジュアルウェア販売

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。

日時：6月12日
（木）、25日
（水） 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

i

外国人旅行者向け旅行会社

雨天決行

詳細はコチラ http://www.aozoraichi.info/

2F

蝶 和ビル

日時：7月6日
（日）11:00〜18:00
会場：冷泉荘のあちらこちら

A20,21

サテライト
冷 泉 荘

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 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
マッサージまで、約40店が集まります。3店舗でお
買いものすると素敵な景品が頂ける、毎回好評の
スタンプラリーも開催予定。

送 後も黒田官 兵 衛
が人気武将として生
き残る可 能 性 をお
話しして頂きます。

日時：6月15日
（日）18:30〜21:00
会場：B棟1階 ２コ１多目的スペース
料金：1,000円
ゲスト：もののふ田中
（戦国ブランド・もののふ主宰）
【申し込み・お問合せ】hello@kanvee.com

いつもやる気がいっぱいの主婦とOLがものづくりに走
ったらこうなりました。
ものづくりが大好きな仲間達は
楽しい事大好き！楽しませる事もっと大好き！いつも人
をワクワクさせたい。
テヅクリーナの仲間はそんな楽しい
を作ってます。
そして、
皆様も楽しい事始めませんか…！

日時：7月4日
（金）10:00〜19:00
会場：B棟１F ２コ１多目的スペース

【参加作家】

T.sucre：ハンカチ、
バッグ、
お菓子／壺たま：トンボ玉製作／bagの助：

バッグ、がま口／pace：ワンちゃん服・おさんぼバッグ他／オカリナ：お
菓子／竹田知子：ハンドマッサージ／ラパンアジル花屋：多肉植物、
ブー

ケ他／chico：アロマオイル・ハンドマッサージ／Aratama：布小物、樹
脂アクセサリー／サリー・ドラゴン：占い／himeka

hanko（おヒメは

ん）
：消しゴムハンコ／るみのアトリエ：油絵原画、天然石アクセサリー、
似顔絵書き／ツユ：イラスト、
ぬいぐるみ／aroma accessory Gris：

アロマアクセサリー／hica-rico：樹脂粘土アクセサリー

