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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56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「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！
「BÉRET atelier de blue」
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
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と教室

写真スタジオと
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芸術現場調整家

外国人旅行者向け旅行会社

韓国語教室

ベーグル専門店
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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
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デザイン会社

日時：8月10日（日） 
      13:30～17:30
会場：B35号 アトリエSOLEIL
料金：3,500円　　定員：４人
【お申込み】博多オフィス092-461-1414へ。不在
時は伝言をして下さい。詳細はお電話にてお知ら
せいたします。

今お持ちの服をリメイクするための
手順や疑問についてお教えします。

アトリエSOLEIL リメイク体験レッスン

「引力の間」に入居している森の新聞社の森千鶴子
です。仕事は農山漁村と食についての取材、本の
編集・執筆、地域づくりのお手伝いなど。「昭和」の
知恵や、和食の文化を伝えるサザエさんの料理教室
も絶賛開催中。たのしいごはん会もやってます（今日
は冷やし中華）。冷泉荘良いとこ一度はおいで。ここ
には古き良き人のつながりがありますよー。

5F

4F

3F

2F
コンパクトでアットホーム
なシェアオフィス

執筆、食育、集落支援
TVオンエア

パソコンサポート 総合映像制作会社
こだわりの旅行の
相談窓口
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「森の新聞社」さんA21号 引力の間

音路時旅 Ototabi-Tokitabi
ルーツを辿れば確かな繋が
りがある。日本と韓国とアラ
ブ、古来の伝統楽器で巡る
古今東西の道。音の路を馳
せるは時の旅。今私達のい
る場所、現代から古き良き

会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：前売り 3,000円／当日 3,500円
出演者：山崎箜山（尺八）／裵永珍［ベヨンジン］（杖
鼓/チャング）／加藤吉樹（ウード）／ashibi yuki
（オリエンタルダンス）
【予約】 http://miraclews.cart.fc2.com/

日時：8月8日（金）  開場19:00／開演19:30

時代の時間旅行へ。当日はお茶もコラボして、オリジナ
ルのコラボティ(緑茶+ミント+柚子)もご用意します♪

工房陶友は陶器や絵葉書の販売、豆腐等の食品販売、
陶芸教室も行っている福岡市の障害者支援施設です。
陶友のすてきなコーヒーカップでいただく挽き立てコー
ヒーと、日本・韓国の伝統楽器で綴る、ちょっと特別な一
日を過ごしてみませんか？

コーヒーカップと日韓伝統楽器の１日

日時：8月30日（土） 11:00～20:00
会場：B棟1階 ２コ１多目的スペース
内容：①陶友製品の展示・販売
②「陶友の器でコーヒーを飲もう」体験会
　 参加料３００円～（飲み物つき）
　 カフェナギコバスキのお菓子販売
③チャング・箏・龍笛のコンサート
（入場料1,500円、定員50名、要予約）
 ※展示販売会場への入場は無料
出演：べ・ヨンジン（チャング）・レイハ（箏）・大和 賢枝（龍笛）
スケジュール：11:00 展示販売・コーヒーカップ体験会 
open／17:30 コンサート受付開始／18:00 コンサート開
始・コーヒーカップ体験会　終了／19:30 コンサート終了
コンサート予約（川内依子）：090-4473-5896
　　　　　　　　　　　　yorico@peace.email.ne.jp

日時：8月20日（水）、9月11日（木）・24日（水）
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース　開演19:00
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。

日時：8月28日（木）、9月25日（木） ［毎月第４木曜］
時間：19:30～21:00　　　料金：1,000円
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
【お申し込み／お問い合わせ】 手塚夏子
natsukote@gmail.com／070-5550-9321

手塚夏子「体の観察ワークショップ＠福岡」
毎月第４木曜日に９０分のワークショ
ップを予定しています。体を観察した
り、体と言葉の関係で遊んだり、体の
深層にアクセスして体の状態の変化
を味わったりしてみます。

装飾古墳―タニグチ ダイスケと巡る絵のある古墳―
古墳巡りを続けていく中で、貴
重さ・内に秘めた魅力の凄まじ
さに圧倒される装飾古墳。今回
の展示では、特に北部九州に存

日時：8月22日（金）～8月24日（日）
11:00～19:00 （24日は17:00よりクロージングイベント）
場所：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
【お問合せ】タニグチ ダイスケ
   e-mail：1423475101@jcom.home.ne.jp

在するものを厳選しております。残念ながら、今では保存
のため見学出来ないものや退色・剥落し失われたものも
含まれていますが、貴重な原始美術が「あなたの身近な
場所に眠っていること」を、知っていただければ幸いです。

http://morichi.livedoor.biz


