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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！

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

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。
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」メンバー増加中！
205号 「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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俺さ、インパクトドライバー使うの好きなんよね。
あの握った感触と「ちょっと重い」と思う重さ。自分
の力学を超える働きをしてくれる。でさ、俺さ、
インパクトドライバーやら、身体やら、言葉やらで、
社会を壊すんじゃなくて、自分が生きていく環境
を自分で作ろうとしているんだけど、どう思う？
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「akioworks」 徳永昭夫さんA42号

第５回 福岡アジア美術トリエンナーレ2014「冷泉荘会場」
展示作家：Prabhakar Pachpute［プラバーカル・パーチュプテー］
福岡アジア美術館にて9月6日（土）～
11月30日（日）まで開催のアジア最新
アートの祭典「第５回福岡アジア美術ト

期間：9月20日（土）～11月30日（日）
滞在制作：9月20日（土）～10月3日（金）
時間：12:00～18:00 （水曜休み）
会場：A13号
Web： http://fukuokatriennale.ajibi.jp

リエンナーレ2014」。冷泉荘ではインドのプラバーカ
ル・パーチュプテーを特集展示。古い建物をいかし、木
炭のドローイングによるインスタレーションを9/20～
10/3まで滞在制作、その後会期末まで展示します。

日時：10月17日（金）～19日（日）12:00～19:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
　＊物語：伽十心　　＊撮影：rillie
　＊写真展示参加モデル：忍者(新宿railline)／ツナマヨ／
　　　伽十心／さきぽん／ヤマモトロニカ／りん
　＊イラスト作品作家：リュリュ／エザキリカ／ぺぇや／
　　　愛川二世／林檎風見／ヒサキ／矢口日花
Web： http://riricoramu.jimdo.com
Twitter：@riricoramu

ririco:ramu presents「悪魔の最期展」
死にゆく悪魔をテーマにした企画展
です。ツノカチューシャその他商品や
ポストカードの販売もあり。10/18（土）
13 : 30～／16 : 30～忍者（新宿
railline,gt&vo、名古屋）、三輪和也（鳴ル
銅鑼,gt&vo、岐阜）の弾き語りも開催。

期間：10月4日（土）～ 10月30日（木）
　12:00-19:00 （休廊日：毎週水曜日）
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
★オープニングパーティー（参加無料）：
　10月9日（木）19:30ごろから詩の朗読
　［朗読／松本秀文、徳永昭夫］
★10/11（土）、12（日）、13（祝・月）
　「猫本専門」の書店、「書肆　吾輩堂」が3日間
　限定で開店します！
★10/30（木）は終日（12:00-19:00）在廊。
■問合せ：徳永昭夫　090-3604-3839
　　　　　　　　　 akiotk625@yahoo.co.jp

徳永昭夫個展　対話の準備
Akio Tokunaga, Solo Exhibition
“Getting ready to face everything around me”

http://www.reizensou.com/event/
          akio_tokunaga_soloexhibition/

日時：11月5日（水）18:30 開場／19:00開演
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
木戸銭：2,800円（打ち上げ含む）
主催：オフィスアリガト 伊藤 （090-9549-8786）

出演者は開演をもって発表とさせていただ
きます。本物の芸をもった芸人さんに出演
をお願いしております。どうぞお楽しみに。

第１回 本物の芸を味わう会

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 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、ウェディングフォト、バリ雑貨
の販売、出張えほん屋さん、DIYリノ
ベトーク、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
レ展示など開催。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：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）

冷泉荘で聴く シタール×チャング
三味線とも同じルーツを持つと言わ
れる北インド発祥の弦楽器シタール
の日本屈指の奏者・ヨシダダイキチ
と、類似したリズムが北インドなどで
も見られるという韓国の両面太鼓の
チャング奏者・べヨンジン。初共演ラ
イブ開催です。

日時：10月10日（木）19時開場 / 19時半開演
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）、べヨンジン（チャング）
料金：予約2,200円 / 当日2,500円 / 学割1,500円
【予約】ヨシダダイキチ  info@yoshidadaikiti.com


