A51号 テトラグラフ写真室

A21号「引力の間」

「マタニティ写真展」

22photo テトラグラフ写真室のにぃにぃフォトとは、
「22 fu fu
（夫婦）
」
になって家族がはじまり、
「22 ninpu
（妊
婦）
」
となって家族がふえる、
「22 niconico
（家族）
」
をつむ
ぐ笑顔の風景。
そんな日常の大切な時間を記録に残すお
手伝いをしています。
今回の冷泉荘ピクニックでは、
お腹に命を
宿した女性の生き生きとした姿を撮影し
たマタニティフォトをパネル展示いたしま
す。
アルバムのサンプルや他の写真も手に
取ってご覧にいただけますので、
この機会
に遊びにきてください。
お天気が良ければ
ベランダカフェもオープンいたします。

八女福島の小さな絵本屋
『えほん屋・ありが１０匹。』出張販売
『えほん屋・ありが10匹。』は、
八女市に拠点をもつ小さな絵
本屋。出張販売もやっており、
生きる力を育む絵本を約100
冊 持って、どこへでもでかけま
す！(本はどれも新品) 世界中
の子ども達が 持つ、限りない冒険 心や探 究 心を
刺激する絵本達。大人子ども関係なく、いつでも
読み聞かせさせていただきますので、お気軽にお
声がけください。

管理人とまわる
冷泉荘ツアー

B45号 yHa architects

ハッピネス旅行社

終日スタッフ在室しております。
「 管理人とま
わる冷泉荘ツアー」
にてお部屋見学可能です。
http://yha.jp

バリ島からの贈り物、
バリネコの木彫り
やカワイイ雑貨販売

B35号 美・Body salon ナプア

バリ島からの贈り物、バリネコ
の木 彫りやカワイイ雑 貨 販 売
会を致します。お部屋にちょっ
と置いて癒しの空 間を作りま
せんか？写真のもの以外にも、
お手頃価格のアイテムも多数ご準備しております。
数に限りがございますのでお気に入りはお早めに
お求めください。

ヘッドセラピー・腸バウエル
20分 1500円

自律神経を調整し、血行を促進、デトックス
効果を高めていきます。

B24号 shoe lab noppo

B34号 ラウレア ヨガ＆ピラティススタジオ

①お外でココロ開くyoga〜大人パークYoga
日時：9:30-10:30
講師：hitoyo&kiyomi
参加費：1,500円
（マット込）
場所：冷泉公園

翌日もイベント！

6/21
（日）
開催

②グルービーキッズヨガ〜子供パークYoga
日時：11:00-12:00 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）
場所：冷泉公園
③じっくりVinyasa flow yoga
日時：12:30ｰ14:00
参加費：2,000円
（定員６名）

講師：hitoyo（laulea主宰）
会場：B34号 ラウレア・スタジオ

■詳細：https://www.facebook.com/pages/
laulea-yogapilates-studio/318954298122009

終日、教室を開催しておりますが、見学は可
能です。詳しくは下記連絡先までお問い合わ
せ下さい。 050-3692-8992
http://sl-noppo.net

蝶和ビル
博多区店屋町4-8

サテライト
冷 泉 荘

れいぜん荘
ピクニック開催店

管理人が、冷泉荘全体をぐ
るりとご案内いたします。管
理人ツアーでしかみれない
お部屋も。。。
！？当日飛び入
り参加ももちろんOKです。
ご気軽にご参加ください！

冷泉
復元部屋

あおぞら市開催店
A51

写真スタジオと研究室「T E T R A + G R A P H」

A53 「あおぞら市会場」 （お部屋は入居募集準備中）

B54

B55 これからの文化をつくる「NPO法人ドネルモ」

「冷泉復元部屋」

蝶和ビル303

陶芸教室「柊陶房」

集合時間：12:00、

14:00、16:00

集合場所：冷泉荘前
料金：無料
ツアー時間：約60分

A41 「あおぞら市会場」 （お部屋は入居応募受付中）

A42

芸術現場調整家「a k i o w o r k s」

A43

企画・制作会社「マサカノ」

A31 日本画のアトリエと教室「アトリエ穂音」

A32

音楽事務所「LY R I C A M U S I C A 」

A33 バー「h a n a . 」

B44 自転車ツアー＆ツアー企画「
（株）
トリップインサイト」

B45

一級建築士事務所「y Ha a r ch it e ct s 」

蝶和ビル505 デザイン事務所「株式会社リードグラフィクス」

B34 ヨガ＆ピラティススタジオ「La ule ʼa 」

B35

美・ボディ サロン「N a p ua 」

蝶和ビル602 オーダーメイドマッサージ「body care IWASAKI」

【予約】
：冷泉荘事務局
092-985-4562

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

辻ノ堂ラウンジ

shoe lab noppo

A21 シェアオフィス「引力の間」

A22

韓国語教室「ソニ」

A23

屋台的空間で和食を楽しめる「食道よこちょう」

B24

博多区博多駅前1-7-9

注文靴・靴作り教室「s h oe la b n op p o」

B25

地域政策企画・サポート「まちづくり屋さん」

よりあい
読書室

i

A10 「あおぞら市会場」（お部屋は入居募集準備中）

A11 ベーグル専門店「R IL L BA G E L 」

A12 リノベーションギャラリー「冷泉荘事務局」

A13

6月28日
（日）
オープン！「冷泉荘不動産」

B棟1階 冷泉荘ギャラリー
染織こだま福岡出張
「木綿展」

A101 「あおぞら市会場」 （お部屋は入居応募受付中）

A13号 冷泉荘不動産
オープン準備中
「楽しい場づくり」をサポー
トする冷泉荘不動産、開業
準備中です。
「こんなことが
できたらいいのに」という
想いと個性あるレトロビル
をつなぐ、冷泉荘らしい不
動産屋さん。イベント期間
中はお店のスタッフが常駐
しているので、
ご相談ある人もない人も、お気軽
にお声かけください。
http://reizensou.space-r.net

B25号 まちづくり屋さん
アクセサリー屋さん
まちづくり屋さんがお馴染みの洋裁で、
アクセサ
リーを創ります。ちょっと変わったアクセサリー
です。
どうぞご覧ください。

A13号内にて
エントランスカフェ
手作りスイーツ販売
福岡市中央区大名のオフィスビル
「天神パークビル」1Fにある5坪
カフェ
「エントランスカフェ」の焼き菓子と甘夏ジャム
を販売します！冷たいドリンクもご用意していますの
で、ぜひ遊びに来てくださいね♪

日時：6月19日
（金）
〜21日
（日）

10:00〜19:00（最終日は17:00まで）

太物（木綿・麻・ウール等）
いっぱいの３
日間。
メンテナンス性や機能、価格、
そし
てデザイン。普段着の着物に求められる
ことって、実は沢山あります。
日本各地で
織られた数多くの普段着用反物を触り
比べ見比べながら、着物の楽しさを満喫
できるよう、染織こだまの「木綿展」は、
皆さまの元へ参ります！
＊木綿展会場では、お買い物や採寸・
お仕立ての依頼が可能です。
■展 示内容：国 産 1 7 種の木 綿 、国 産
3 種 のウールに麻・綿 麻 の 夏 着 物 を
加え4 0 0 点 以 上 。木 綿やウールに合
う帯や襦 袢 地も。全 年 代 性 別 向けの
普段着総合展です。

新
プロジェクト

新たなビンテージビルプロジェクトのスタ
ジオオフィス・店舗の入居者募集中です。
D＆DEPARTMENT FUKUOKAの側で
7月より始動します。

B14,15 レンタルスペース「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」

『第18回 あおぞら市』

福岡を中心とした九州各地の作家さんやデザイナーがひとつひとつ丁寧に手作りした作品をはじめ、
ここだけでしか買えないような、
ここでしか体験でき
ないような・・・個性のあるお店約40店が冷泉荘のあちこちに並びます。
アクセサリー・布小物・お洋服・革小物などの雑貨だけではなく、美味しいコーヒー
やお菓子・お食事・占いやマッサージの癒しまで１日楽しめるイベントです。大好評のスタンプラリーも開催！あおぞら市出店のお店３箇所でお買い物＋れ
いぜん荘ピクニック開催店１箇所でスタンプを集めると、素敵なプレゼントがもらえます。
切り貼りチパン

イラスト／缶バッジ／フェルト小物／
巾着／キッズ用ナップサック
コラボアクセサリー
アクセサリー
picol
消しゴムはんこと可愛い雑貨
hoshikuzu
アクセサリー
インナーボイス
タロット占い
かわりもん屋 フュージングガラス器とアクセサリパーツ
puppy&kitty(パピー&キティ)
ハンドメイド動物モ
noa*F工房
紙で作るバラのアクセサリー「ロザフィ」
と
チーフの雑貨(犬･猫･インコ･フクロウなどの手描き素材を
wGlueとスワロフスキーチャトンの
「グルーデコ」 樹脂加工した､アクセサリーやほんわか､かわいい雑貨)
ホンプアン
ポイントタイマッサージ、足つぼ
shimashima market
デコレーションスマホカバー、
アクセサリー
atelier shop iro
ハンドメイド子供服、大人服
えひめ
刺繍小物 木工品 絹地
ピーチ製足所
ハンドメイドによるインソール、足・靴の
健康チェック、足・膝・股の変形予防チェック、歩行分析等
air
小物、
アクセサリー等
おか子
アクセサリー
るるる屋
手作りアクセ・小物、ポストカード等
peppe
布、天然石、
ビーズのアクセサリー
こみゐ文庫(こみゐ本舗文芸部)
折本、
豆本、
ポストカード、
フォトステッカー
Rambʼs ear
プリザーブドフラワー、
ドライフラワー
のリースや小物など
Alice Dolce
レジン･樹脂粘土を使った雑貨アクセサ
リー(主にアリスとお菓子をモチーフにしたもの｡他､自然を
naconico
ポストカードと刺繍小物
テーマにしたオリジナルアクセサリー)
いそだにく
オリジナルのイラストを使った雑貨(ポスト
カントリーオーブン
糸島産を使った美味しいパン
カード、
シール、缶バッジ、
ブローチ、バッグ他)
ALES
焼き菓子、
木工作品、
多肉植物、
ドライアレンジなど
HENNA BODY ART 華唯
ヘナという植物から作った
ペーストを使って消えるボディアート LeSel(ルセル)
水筒ホルダーやキッズ向け髪飾り販売

出店者さんたち

給湯室48
布小物、バスボムのワークショップ
GOSSAMER LAB
オリジナルデザインの紙雑貨､
キャンドル､トートバッグ、
メヘンディ
（ヘナタトゥー）
Daddy henna
スリランカ紅茶、ココナッツオイル等
販売。
スリランカカレー、
ミルクティー
フレミンゴと愉快な仲間たち
手作りのキャンドルやバッチ
などグッズ、古本や古着
小間物屋〜つなぐ
吹きガラス、布トートバッグ、手提げ、
手ぬぐい、和紅茶
PAGE BARK(ページバーク)
Tシャツ、
トートバッグ
King＆Queen
アクセサリー等
のんびり小間物屋
ハンドメイドアクセサリー
福田エレガンス
半巾帯購入の方にはお洋服の上にお手軽
帯結び方レッスン・デモンストレーション
Slumbers bell
ハンドメイドのアクセサリーや革細工
月美草
石鹸とアロマ雑貨
moonbow*
オリジナルイラストを使用したポストカード
やステッカー、
プラ版ブローチなど
HANNAH&MARI
椿油バーム販売
サリードラゴン
占い

