
外国人旅行者向け旅行会社

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57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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  冷泉荘ギャラリー
２コ１多目的スペース
  よりあい読書室は
レンタルスペースです。
料金は１日4,200円
から。 冷泉荘事務局
までお問合せ下さい。
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陶芸教室

はじめまして、4月に入居したシューラボノッポです。 
注文靴を作ったり、靴作りの教室をしています。引越し
からこのかた、壁や扉をDIY、古い建物なこともあって、
随分前からこの場所に居るような気がしてきました。
身の回りのことを手の内に、ここはひとつ、自分で靴を
作って歩いてみる、というのはいかがでしょうか？
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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

冷
泉
荘
入
居
者
紹
介

「shoe lab noppo」 B24号

第1回 古代フェス

日時：8月22日（土） 11:00～17:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
主催 がちゃごと http://ameblo.jp.gatyagotoオーダーメイド

マッサージ
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デザイン会社 スタジオオフィス
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シェアする暮らしの魅力は、住んでいる
人との交流と捉えられがちですが、実
際に暮らしてみるとそれ以上にさまざ
まな“価値”や“感動”と出会うことがで

share STYLE FUKUOKA
～シェアハウスで暮らすって、どんなこと～

日時：8月8日（土） 18:30～20:30
会場：A101号（地下）特設会場
入場料：¥1,000　　定員：40名
申込：yj@tenjinpark.comまで、
    件名「share STYLE FUKUOKA参加」にて
    名前・人数・所属を明記し、ご連絡ください。

きます。今回は、東京のシェアハウスを中心に調査しその
価値・魅力を書籍としてまとめられた小宮理恵子さん、
自身もシェア暮らしをしながら個性的なシェアハウスを
管理するゲストをお招きして、その魅力を探ります。

演劇塊にこだまり　第三回公演「CRAP」
【CRAP】 ３人芝居を４本、上演時間90分を予定
「Pain」 医者 × 母親 × 情熱
「FOOL」 愚か者 × 愚か者 × 鍵盤
「Bird」 カラス × アオバト × お肉ちゃん
「WORD」 広告義業界の男 × 花粉症の女 × アンナミラーズ
【ルンバ HNSS #2】 完全即興芝居シングルマッチ
トーナメント戦、上演時間75分を予定、
当日エントリー出場可（事前予約優先）

公演日：8月7日（金）～8月9日（日）
CRAP：7日（金）19:00／8日（土）13:00、19:00／9日（日）
12:00、18:00　ルンバ：8日（土）16:00／9日（日）15:00
会場：B棟1階 冷泉荘ギャラリー
料金：前売り（一般）1,700円／（CRAP割）1,500円／
（学生）1,200円／当日1,800円／リピーター500円
ルンバ：一律500円 （エントリー、観劇共に）
【詳細】 http://nicodamari.jimdo.com

tel:050-3692-8992    http://sl-noppo.net
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ご入居に関するお問い合わせ
冷泉荘不動産
092-980-1427

http://reizensou.space-r.net
ご気軽にご連絡くださいませ。

（博多区店屋町4-8） （博多区博多駅前1-7-9）

陶・音・カフェのコラボ　～児島和孝作陶展
隣あうアジアの国々の民族楽器による
新たなアコースティック集団「Project 
group アジ縁」、糸島で文様を施した

日時：9月4日（金）～9月6日（日）11:00～19:00
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
【6日（日）のみライブ＆カフェ＆陶展】
　・カフェナギコバスキ（コーヒー＆スイーツ）
　・演奏　Project group アジ縁
　１部 14～15時：二胡・琵琶・杖鼓（チャング）
　２部 17～18時：琴・杖鼓（チャング）
チャージ各￥2,000 （1,2部まとめ購入￥3,500）
［ライブ予約］  http://www.asi-en.asia
【問】Studio MUSICA 児島和孝：092-327-3274

陶磁器を作る「児島和孝」、旬の素材を使ったお菓子と自
家焙煎コーヒー「カフェナギコバスキ」、コラボ展を開催。

えほん屋・ありが１０匹。 出張販売 in 冷泉荘

開催日：8月23日（日）、9月27日（月）、10月5日（月）
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     
 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。

ナオリュウ ～ 一色isshoku ～
日時：8月21日（金） 開演19:30
【ナオリュウオフィシャルブログ】
http://ameblo.jp/naoryu-blog/

会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース   料金：¥1,000
【お問い合わせ】 株式会社リリカムジカ
info@lyricamusica.jp / FAX050-1200-4141

歌い小屋冷泉荘

那珂川仁美 ～ 新たな唄 ～
日時：8月5日（水） 開演19:00
【那珂川仁美オフィシャルブログ】
http://ameblo.jp/nakagawahitomi/

前回好評だった古墳写真家タニグチダイスケの装飾
古墳写真展と古代マーケットを開催します。古代を
アートで楽しむことをテーマに、各方面で活躍する作
家たちが作った思い思いの古代作品が大集合！古代
の占いやマッサージ、古代服展示などもあります。
ご家族連れも大歓迎！一緒に古代を楽しみましょう。


