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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

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

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、2012年、第25回福岡市都市景観賞 活動部門に
て部門賞受賞。100年続く活動を目指して「持続的」で
「環境型」の建物として文化発信を行なっています。
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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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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

NPO法人 ドネルモ

企画・制作会社

改装中。５月より
バーとして再オープン

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
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デザイン会社

時の流れを忘れさせてくれる冷泉荘でのソニ韓国語教

室も気がついたらもはや6年目に…皆さんのおかげで

いろんなことが出来たな～と思います。勉強の場として

のみならず、皆さんに元気を与えられる場として心掛け

てきましたが、まだまだですね。この春からは教室もた

くさん増えるので、初心を忘れずもっともっと頑張って

いきたいと思います。今に感謝、今幸せ～！
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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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「ソニ韓国語教室」 A22号

「トリエノマド2015 spring-summer
トリエ新作夏キモノ発表会 with 東風杏

日時：4月2日（木）～4月5日（日）10:00～18:00
（初日は15:00から、最終日は17:00閉店）
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
オフィストリエ http://officetorie.com

ドリンクバー凡人会議プレゼンツ「NEW TOWN」

「ひみつきち」

日時：4月25日（土） 12:00～18:00
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー      入場無料
［詳細］http://himitsukichi-fuk.tumblr.com/
お問い合わせ：himitsukichi.fuk@gmail.com

写真や絵の展示、手作り雑貨やレコードの販
売などをするイベント。様々な趣味を持つひ
とにフリースペースを提供。『ひみつきちで自

オフィストリエ高機動型移動式展示販
売会「トリエ ノマド」。今回は新作トリ
エのサマーコレクション、ユカタです。ま
た今回は、ガラス工芸作家・東風杏（ト
ンプーアン）三品雅子さんと一緒に参
ります。九州のオシャレなキモノファン
の皆様、気軽にお越しくださいませ！

オーダーメイド
マッサージ
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デザイン会社

陶芸教室
「柊陶房」

日時：4月19日（日）14:00 open/19:00 close
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
チケット：2,000円（＋1ドリンク）
LIVE：sayoko-daisy、Nakakoh and more
TALK：ドリンクバー凡人会議 and more
STORE：いとだパン（パン）、モア（古着） and more
http://thesmithsisourhero.wix.com/newtown

RKBラジオ ドリンクバー凡人会議によ
るトークと音楽、蚤の市でたのしむ複
合型都市イベント。sayoko-daisy（三
重）、Nakakoh（佐賀）などのライブ、
雑誌編集者やコラムニストらを交えた

靴作り教室
shoe lab noppo
準備中

アトリエ
準備中

入居応募
受付中

入居応募
受付中 グルービーキッズヨガ

 & 笑顔が輝くココロyoga
Lesson 1 グルービーキッズヨガ
【みんなで笑顔の花を咲かせよう☆☆☆】
開催日時：4月19日（日）11:00～12:00
開催場所：冷泉公園
参加費：800円（マット込）
Lesson 2 笑顔が輝くココロyoga
【春風そよぐリフレッシュヨガ】
開催日時：4月19日（日）13:00～14:00
開催場所：B34号 ラウレアスタジオ
参加費：1,500円（マット込）
ameblo.jp/napua1104/entry-12006243591.html

椎名諒 個展「B14」

日時：4月8日（水）～4月13日（月）
期間：10:00～19:00（最終日は18:00まで）
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
【お問い合わせ】Mail：siinaryo@gmail.com
［Facebook］ www.facebook.com/siinaryophoto

今まで呂賢寿名義で発表した作
品から現在進行中のプロジェク
ト「Call iPHOTO」,「Fragile 
Box」まで展示予定

冷泉荘不動産（仮）
準備中

インドでもなくアフリカでもなく
ヨシダダイキチ×サカキマンゴー
インドの弦楽器シタール奏者ヨシダ
ダイキチとアフリカの親指ピアノと鹿
児島の板三味線ゴッタン奏者サカキ
マンゴー。見た目はエレクトリックな

日時：4月17日（金）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)、きゅうり (タブラ)
　　 サカキマンゴー(親指ピアノ・ゴッタン)
料金：予約2,500円 / 当日3,000円 ［共に1ドリンク込］
【予約】ヨシダダイキチ  info@yoshidadaikiti.com

インドとアフリカなれど、中身は日本の都や律の節と鹿児島
弁。冷泉荘ではおなじみの2人ですが、共演ライブは福岡初！

分の宝物を広げ、見せ合いっこ。ひとつでもお気に入りを
みつけてくれたらな』そんな思いでこの名前をつけました。

えほん屋・ありが１０匹。出張販売 in 冷泉荘

日時：4月26日（日）、5月24日（日）11時～18時
会場：B棟1階 よりあい読書室
［詳細］http://d.hatena.ne.jp/ARIGATO0814/

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。

トーク『福岡“新”都市計画のススメ』など盛りだくさん。


