
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。

-

よりあい
読書室

i

, -

A20,21

A10

冷泉
復元部屋

  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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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。
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中小企業・伝統工芸産業
を元気にします

ここ数ヶ月ほど、アトリエ穂音に、月に約10日間ほど
出没中の東京在住のカメラマン「いわいあや」ちゃん
と一緒に。（右）　   福岡での仕事が毎月定期であり、
事務所代わりに。とても魅力的な女の子で、度胸も
あり、写真も、とても素敵です！
日本画教室、ウクレレ教室、ギャラリー、事務所と、
遍在自由空間です。

音楽と朗読「The Dress Bridge」
日時：1月22日（金） 開場19:00／開演19:30
会場：A31号 アトリエ穂音
出演：［音楽］ 西村周平
　　 ［朗読］ 只松靖浩
　　 ［日本画］ 比佐水音
料金：1,700円（お茶付き）
予約：office@sowale.net （ソワレ）
       070-5534-1114 （穂音 比佐）

日時：1月23日（土） open 19:30 / start 20:00
会場：A１01号 地下特設会場　  料金：1,500円
出演：capture［中村勇治（reeds、他）、越出健治（sound）、

福田康紀（guitar、他）］／サウンド・リノベーション・バ
ンド［岡崎峻、渡辺融、杉山紘一郎、松村由佳（廃材楽器）］／

松岡涼子（舞踏）

【問い合わせ】中村勇治　070-5400-1965
　　capture@nakamurayuji.com
　　http://capture.nakamurayuji.com/

capture + Sound Renovation
 + Ryoko Matsuoka
2014年5月のコラボ
で 好 評 を 博 し た
captureとサウンド・
リノベーション・バン
ドが再び同じ地・冷
泉荘で共演します。そ

日時：1月22日（金） 12:30～19:20
　  1月23日（土） 11:30～19:20
会場：B棟１階 ２コ１多目的スペース
占い時間：15分
料金：『30歳を超えた独身女は全員ファザコン!?』
　　  持参で特別価格 1,000円 ／ 一般3,000円
【予約・詳細】http://www.ab.auone-net.jp/
　　　　　~mypro/auonenet/EVENT.html

占いNight 2016 in FUKUOKA
最強の占い師、ゲッターズ飯田の一番
弟子”ぷりあでぃす玲奈”。初の著書『30
歳を超えた独身女は全員ファザコン!?』
の発売を記念して、占い師ぷりあでぃす
玲奈誕生のルーツ、福岡にて初の占い
イベントを開催決定！！

月光亭落語会 第７回
「今年もやるモンウッキウッキ
新春恒例落語でごザルの巻」

1月16日（土）［夜の部］ 18:00 開演 （開場17:30）
1月17日（日）［昼の部］ 14:00 開演 （開場13:30）
   　　　　      ［夜の部］ 17:30 開演 （開場17:00）
場所：冷泉荘演芸場 （B棟１階２コ１多目的スペース）
木戸銭：¥1,000 （お茶菓子付／自由席） 要予約
出演：月光亭愛眼（立石義江）／月光亭百幸（上田裕子）
月光亭久留米（杉山英美）／月光亭春吉（古賀今日子）

【ご予約】メールで日時・席数、お名前、電話番号を
お送り下さい。  gekkoutei_2010@yahoo.co.jp
        http://www.facebook.com/gekkoutei

着かザル 来なサル 聞きなサル
初春開運 聞きしにまサル 女優
落語！月光亭落語会は福岡の地
元劇団「ギンギラ太陽’s」に所属
していた女優たちの落語ユニッ
ト。演劇とは対極な座布団一枚
の上で、お客様との真剣勝負！

して今回は舞踏家・松岡涼子が加わり、新しい視点を
加えてくれます。廃材楽器・即興演奏・舞踏から生み出
される表現をぜひお楽しみ下さい。

魂が喜ぶ健康フェア
薬膳ランチと太極拳＆ヨガニドラ
日時：1月24日（日）
会場：B34号 Laule’a yoga&pilates studio
①11：00～12：15　カラダスッキリ太極拳
誰もが持っている生体エネルギー、「気」と技で戦う拳法なの
で、体格的に不利な方、高齢の方などに最適な護身術です。

②12：30～14：00　薬膳ランチセミナー
毎日の食養生で健康に冬を乗り切りましょう！お食事を
しながらの簡単薬膳料理のお勧めです。

③14：30～15：45　ヨガニドラ
（身体の硬化した部分をほぐすヨガ＆瞑想）
料金：①②4,500円（税別）／②③4,500円（税別）

　　 ①②③6,000円（税別）

【ご予約】 laulea.yoga@gmail.com


