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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・・・ウェブサイトへ！

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。
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。

入居応募に関する
お問い合わせ：

冷泉荘事務局
（092-985-4562）
ご気軽にご連絡
くださいませ。
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デザイン会社

我々はそれぞれの得意分野をいかし、住宅から文化•

観光施設など幅広く建築設計、インテリア、家具デザイ

ン、まちづくりなどに取り組んでいます。2009年より関

わっている佐賀県鹿島市の酒蔵「富久千代酒造」の登

録文化財の蔵の改修が竣工し、3月末の酒蔵開きにお

披露目になります！HP等で情報を更新していきます。

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 総合映像制作会社
こだわりの旅行の
相談窓口
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「yHa architects」 のみなさんB45号

イロドルオト
樽木栄一郎×宮川剛×BARON LIVE
日時：2月20日（金）  開場19:30 / 開演20:00
会場：B棟1階 ２コ１多目的スペース
料金：予約2,500円／当日3,000円 ＊１Drink付
出演：樽木栄一郎／宮川剛／BARON
【ご予約】E-mail : info@yakuin-records.com
件名「2/20ライブ」とし、お名前・連絡先・人数をお送り下さい。

真冬なので南下しますツアー 福岡編
青谷明日香LIVE

日時：2月8日（日）  開場19:00 / 開演19:30
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：予約2,800円／当日3,000円 ＊１Drink付
出演：青谷明日香 with まーと（天草）／
とんちピクルス／CYLVAC （zerokichi＋西村周平）
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
　　　　E-mail : info@yakuin-records.com

「透明展」
深く鮮やかな透明を

卒業グループ展「解散」

日時：3月2日（月）～3月8日（日）
10:00～19:00  （初日は15:00～／最終日は16:00まで）
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
参加作家：穴井丈士／大坪昇矢／荻原玲子／
　　　　  枇杷将吾／松本奈子
【問】092-474-9234（九州デザイナー学院）
　　Kaisanten2015@gmail.com

綜合藝能座家 下衆會　第3.5回公演
「皆さん案外ご存じないようでちょっとヘコんでます。でも、下衆會の代表、私なんです。
ゆうさんでも、真穂さんでも、ましてや野良さんでもないんです。え？nico？さくらさん？
いやいやいやいや(笑)え？伊熊先輩？！ちょっと勘弁してくださいよ～ぉ(笑)そう、下衆
會の将軍は、私なんです！分かってます。代表らしくない事なんて・・・。でも・・・でも、皆
さん、今日はこれだけでも覚えて帰って下さい。江口真歩、私、下衆會の代表なんです。」

えほん屋・ありが１０匹。 出張販売 in 冷泉荘

日時：2月21日（土） 6:00～12:00
　  3月22日（日） 11:00～18:00
会場：B棟1階 よりあい読書室
【えほん屋・ありが10匹。】
福岡県八女市本町60     TEL：0943-24-9595
　　　　http://officearigato.com

お子様に。贈り物に。。子どもの本を
お探しの方、ちょっとのぞいてみま
せんか…『生きる力を育む一冊を』
という思いで選んだ子どもの本
１００冊を用意してお待ちしてます。

キーボードかついで街から街へ旅
する吟遊詩人、青谷明日香がパー
カッションのまーと（天草）と、人
生のわびさびを歌い上げる”とん
ちピクルス”師匠、ゼロキチと西村
周平のデュオ”CYLVAC”（シル
バック）と共にツアーファイナル！

入居応募
受付中

オーダーメイド
マッサージ

602505

デザイン会社

アトリエ
準備中

2月13日（金）19:00～
     14日（土）14:00～／18:00～
　　　　　　　（開場は30分前）　☆前説は５分前
会場：B棟１階２コ１多目的スペース
チケット料金：前売：1,200円／当日：1,500円
バレンタイン特別カップル割：2,000円（二名様）
＊下衆會は、カップルの概念に異性同性は問いません。
脚本：小林ゆう・石橋半零　  　　綜合演出：小林ゆう
キャスト：江口真歩／作本真穂／野良杉太／小林ゆう／nico／
　　　   さくら／石橋半零／石丸聡史（劇団天地）

【詳細】綜合藝能座家 下衆會：www2.hp-ez.com/hp/gesukai

新メンバーも加わってどんどんパワーアップしていく下衆
會！！2015年１発目の公演は、バレンタインを意識したり
しなかったりの、ショートショートコメディまみれでゲス。

新しい旅立ちへの不安
と期待、それぞれの道
を歩んでいく力強さ、そ
してまたいつか集まろ
うという思いを込めて、
専門学校九州デザイ
ナー学院 アーティスト

日時：2月27日（金）～3月1日（日）
　　10:00～19:00
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー

福岡デザインコミュニケー
ション専門学校の学生有
志11人で「透明」をテーマ
にしたグループ展を行い
ます。手書きイラストを中
心とした、空気感も楽しん

学科２年生による卒業グループ展「解散」、ここに開催します。

でいただける展示会です。気軽に足をお運びください。

info@yha.jp http://yha.jp


