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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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５月７日（木）
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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オープンして早6年。何万個のベーグルを焼いたでしょ

うか。「おいしいベーグル」が出来るだろうか、今だに

毎日ドキドキしながら（でも楽しい）量ったりこねたり

伸ばしたりゆでたり焼いたり挟んだりしています。

皆様のご来店お待ちしております。

← 全粒粉のベーグルに生ハム、チェダーチーズ、レタス

　 日替わりのサンドやディップもいろいろあります。
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Atelier Light Students Graphics 2015
アトリエライト★生徒作品展

日時：5月1日（金）～5月6日（水）
 11:00～19:00 ［最終日／18:00］
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー　　入場無料
【問】Atelier Light 代表兼講師 佐山燈（さやま とも）
TEL. 090-5027-6664

博多駅前のアートスクール「アトリエラ
イト」の生徒作品展。水彩、油彩、デッサ
ン、イラスト等約１００点の作品を展示。
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『Living Behavior 不可思議/wonderboy
 人生の記録』上映会
24歳でこの世を去った孤高のポエトリー
ラッパー・不可思議/wonderboy。死後
残された衝撃的な映像によってyoutube
を中心にファンが増加。どんな人物で、何

日時：5月9日（土）、10日（日）
　両日とも14時・17時の2回上映（開場は30分前）
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
料金：￥1,500（＋別途1drink￥500～）
チケット予約：doorfukuoka@gmail.com
【問い合わせ】080-3096-8555（担当 和泉）

を考え何を伝えようとしていたのか？未発表のライブ映像、
関係者の証言で贈るドキュメンタリーミュージックムービー。

第2回冷泉荘ドキュメンタリー映画上映会
「月あかりの下で～ある定時制高校の記録」

日時：5月13日（水） 18:30～（18:00開場）
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー　料金：1,000円
主催：グループ現代　川井田博幸
090-5495-2580／hiroyukik@g-gendai.co.jp

冷泉荘ドキュメンタリー映画上映会第２回目は、「月あか
りの下で」（2010年、115分、監督：太田道子）です。新学
期が始まったいま、「学校」をテーマに考えたいと思いま
す。皆さまと映画会の一時を共有できれば幸いです。なお
上映終了後20：30～22:00に、持ち寄りで、懇親会を行
いたいと存じます。ご来場を心よりお待ち申し上げます。

第4回福岡ポエイチ

日時：6月6日（土）、7日（日） 12:00～17:00
会場：B棟1階 2コ1多目的スペース　　入場無料
ゲスト：【6日】中村梨 （々詩人）、【7日】加藤治郎（歌人）
福岡ポエイチ実行委員会  poeiti@hotmail.co.jp

世の中には、たくさんの文学系同人誌・詩集・歌集があ
ります。しかしその多くは、身近な本屋さんには置いてお
らず、実際自分の手にとってみたり、購入したりすること
が困難です。そんな詩歌や小説の同人誌・手作り小冊子
を販売したり、詩や小説について話したりする交流の場
としてポエイチを開催。詩歌や小説を書いている方、読
むのが好きな方、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

笑顔が喜ぶココロYoga　5月17日（日）
① Yogaって素晴らしい～大人パークYoga
時間：9:30～10:30
場所：冷泉公園（雨天時：B34号 ラウレアスタジオ）
講師：hitoyo&kiyomi
参加費：1,500円 （マット込）

② グルービーキッズヨガ～子供パークYoga
時間：11:00～12:00
場所：冷泉公園（雨天時：B34号 ラウレアスタジオ）
講師：kiyomi（グルービーキッズヨガ認定インストラクター）
参加費：800円 （マット込）

③ シンプルYoga
時間：12:30～14:00
場所：B34号 ラウレアスタジオ
講師：hitoyo （laulea主宰）
参加費：2,000円 （定員６名）
www.facebook.com/events/1565627047045457/ 手塚夏子ともうします。コンテンポラリーダン

スのフィールドで活動しています。私のダンス
がこんなキテレツなものになってしまったの
には、キッカケとそこからの試行錯誤の歴史
があります。どうしてこんな風になってしまっ

手塚夏子　新作
『15年の実験履歴 ～名刺がわりに～』

作・出演：手塚夏子
日時：5月22日（金）19:30～  （各回40人限定）
　   5月23日（土）14:30～／ 18:30～
会場：B棟１階冷泉荘ギャラリー
料金：前売り 2,500円／当日 3,000円
【予約・問】http://natsukote-info.blogspot.jp

たのか？ありのままの私の道程をご紹介し、名刺代わりとさ
せていただくというのが今回の公演のテーマとなります。


