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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

まちづくり屋さんの池田昌太です。まちづくりって何を

するの？とよく聞かれますが、みんなにまちの事を考えて

もらうようにする仕事です。地域資源の調査・助言をする

株式会社トライミライの代表も務めています。そして論語

や歴史等の本質を学ぶ論学舎を仲間と開催しています。

また洋裁もするので、着ているシャツは古い着物をリノベ

した物です。昔のデザインは今見ると新鮮ですね。

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

入居募集中入居募集中
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「まちづくり屋さん」 B25号

“その春を辿れば　やがて花も咲く”
BE THE VOICE／CYLVAC LIVE

日時：3月29日（日） 開場13:30 / 開演14:30
会場：A31号 アトリエ穂音
料金：予約2,500円　 ＊１Drink付
演奏：BE THE VOICE／CYLVAC
【ご予約】 TEL : 070-5534-1114（ヒサ）
 E-mail : sonoharuwotadoreba@gmail.com

NGO福岡ネットワーク（FUNN）20周年
記念写真展「私が世界に関わる理由」

kana福岡初個展
「布とクレヨンと魔法使い」

日時：3月27日（金）～3月29日（日）
　　10:00～19:00　　入場無料
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
主催：art&design カナトリエ
［問］ 050-5884-8409　info@kanapecori.jp
【詳細など】 http://kanapecori.jp/

第1回冷泉荘ドキュメンタリー映画上映会
「SAWADA～青森からベトナムへ
ピュリツアー賞カメラマン澤田教一の生と死」

〈俳人〉大谷弘至×〈歌人〉桜川冴子
博多連句「歌仙を巻く」

日時：3月21日（春分の日） 10:00～17:00
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
　〈俳人〉　大谷弘至（「古志」主宰）
　〈歌人〉　桜川冴子（「かりん」福岡支部長）
参加費：500円　（学生無料）
お弁当代・懇親会費：実費
【問合せ・申込み】　桜川　090-1870-1880

奮ってご参加下さい。見学のみは無
料です。終了後、近くで懇親会（希望
者のみ）を予定しています。

桜も咲き始める春の日曜の午後、
冷泉荘・アトリエ穂音にて二組の
うららかなライブを企画しました。
アコースティック・ギター、ウクレ
レ、そして歌声と窓からこぼれる
午後の光、日本画家 比佐氏の描
く花の絵画たちのセッションです。

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

日時：3月11日（水）18:30～（18:00開場）
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
料金：1,000円
申し込み：冷泉荘事務局 （092-985-4562）
作品解説：ベトナム戦争に報道カメラマンとして
加わり、ハーグ世界報道写真展グランプリ、ピュ
リツァー賞、ロバート・キャパ賞など多くの賞に輝
いたカメラマン・沢田教一の生涯を追った長編ド
キュメンタリー。監督は五十嵐匠、1996年、115
分、制作グループ現代。

3月より、冷泉荘にて定期的にグループ
現代制作のドキュメンタリー映画を上映
致します。上映終了後20：30～22:00に
参加者一品持ち寄りで懇親会を開催。

大分県内を中心に活動中の現代美
術アーティスト“Kana”の県外初個
展です。クレパス、オイルパステルを
用いた平面作品や布などで作る誰
にでも触れていただける立体作品を
中心に約50点の作品を展示。kana
の想う ”かわいい” が誰かにとっての
「かわいい」になりますように。

日時：3月14日（土）～3月20日（金）
　　10:00～19:00（予定）
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
お問い合わせ：（特活）NGO福岡ネットワーク　
TEL 092-405-9870

FUNNのこれまでの活動の歴
史やNGOの活動を紹介しま
す。また、フォトジャーナリスト
の安田菜津紀さんが撮影し
た写真も展示します。

アトリエ
準備中

冷泉詩話会（詩の勉強会）

日時：3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
申込み：事前にメールで　zz79@goo.jp　まで

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。

冷泉荘不動産（仮）
準備中


