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お問い合わせ先
〒812-0026

・column REIZENSOU
・9〜10月のイベント情報

リノベーションミュージアム
冷泉荘とは・・・
ビルストック文化の学び合い、
そして発信の場

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56年を迎える
昭和のレトロビル、
リノベーション

（11:00〜19:00, 火曜定休）

冷泉荘も
「第５回福岡アジア美術トリエンナーレ
2014」
展示会場となるため9〜11月は水曜定休

092-985-4562

電話/FAX
mail

ミュージアム冷泉荘。
「福岡の古い建
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、

yj@tenjinpark.com

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

「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

twitterもみてね！

アカウントは

←天神

http://www.reizensou.com/

バス停 博多座前
博多座
アジア美術館

地下鉄中洲川端駅

cover model

B35 号 「アトリエ SOLEIL」さん
アトリエSOLEILのクードレ陽子です。SOLEILは
来年30年になります。服に関する仕事をしてい
ます。冷泉荘では洋裁を教えています。他に講
師、服のパターン作成、広告衣装製作をしてい
ます。今年はLINQ３周年衣装、ウルトラの母、
ジャミラの衣装を作りました。個人的にはフラ
ンス大好きです。まだまだ頑張ります。
http://soleil.vivian.jp

いろどりてん

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

みやもとみき（九州産業大学芸術学部美術学科 陶芸コース4年）
さかぐちともこ（九州産業大学芸術学部美術学科 染織工芸コース4年）

渡辺玄英
事務所

芸術現場調整家

企画・制作会社

日時：9月2日
（火）〜9月7日
（日）

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

会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー

ルンヒャン♡菅原信介 in FUKUOKA

ヨガ＆ピラティス

韓国語教室

2F
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。
（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

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。

出演：ルンヒャン (Vo)／菅原信介 (Vo)

-

／support 小林岳五郎 (Key)

よりあい
読書室

205

TVオンエア
パソコンサポート

505

総合映像制作会社

602

こだわりの旅行の
相談窓口
冷泉荘近くの蝶和ビル、
「サテライト冷泉荘」メンバー増加中！

205号「BÉRET atelier de blue」

アパレル／オリジナル
カジュアルウェア販売

デザイン会社

オーダーメイド
マッサージ

【ご予約】http://rung-hyang.jp/

「CONTACT」
ページにてチケット予約

トリエ ノ マド in 博多
入居募集中

執筆、食育、集落支援

アトリエ穂音で個展をされた小池
アミイゴさんから紹介いただいて、
シンガーソウル・ライター「Rung
Hyang／ルンヒャン」
さんが冷泉荘
にいらっしゃいます。
とてもソウルフ
ルで、
ショーを観るような時間とな
ると思います。
お待ちしています！

日時：9月7日
（日）
18:00 OPEN／1st 19:00／2nd 20:30
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：3,000円 ※小学生以下は無料です。

i

外国人旅行者向け旅行会社

蝶和ビル

10:00〜19:00（最終日は16時まで）

【お問い合わせ】
：080-6445-6428（みやもと）

A20,21

サテライト
冷 泉 荘

暮らしにいろどりを与えることを
テーマに、九州産業大学芸術学
部美術学科で陶芸と染織を学ぶ
二 人による展 示を行います。お
気軽にお越しください。いろんな
飲み物用意して待ってます！

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

torie autumn collection 2014

「トリエ ノ マド」
と称しまして、博多
初上陸です！この秋、
カジュアルで
モードなキモノライフを楽しんでみ
ませんか？
アツサ サムサ モ ヒガン マデ
モード ナ キモノ ゴザイ マス

日時：9 月19 日
（金）〜 9 月23 日（火・祝）
10:00〜18:30
（最終日23日は17時まで）

会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー

【問い合わせ】http://officetorie.com

とんちピクルスとシルバック
年 末まであと105日。

日時：9月17日
（水）
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
＊要１ドリンクオーダー
出演：とんちピクルス

CYLVAC（zerokichi＋西村周平）

【ご予約】070-5534-1114
（ヒサ）

アトリエSOLEIL

”ちょっとフランス語”しませんか？

初めての 方 のみ 対 象（１日限
り）の 、お 茶 を 飲 み な がら 楽
しむレッスン。

日時：9月23日
（火・祝）

10:00〜11:15

会場：B35号 アトリエSOLEIL
参加費：1,000円

【お申込み】092-461-1414［期限：9月22日
（月）］
（不在時は留守番電話へ伝言をお残しください）。

他にも、今から作るクリスマスパーティー服コース

も有ります。詳細はお問い合わせください。

れいぜん荘ピクニック2014・秋

さまざまな業種のたのしい方々と
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、各お部屋で徳永昭
夫さんの個展、
アトリエ・ソレイユ
さんの洋服作品展、
アトリエ穂音

さんでの音楽ライブ、管理人とま
わる冷泉荘ツアー、福岡アジア美
術トリエンナーレの展示などを予
定しております。冷泉荘へわくわく
のピクニックに出かけませんか？

日時：10月25日
（土）、26日
（日）

11：00〜18:00ごろ （各イベントごとに異なります）

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

