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お問い合わせ先
〒812-0026

リノベーションミュージアム
冷泉荘とは・・・
ビルストック文化の学び合い、

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）

電話/FAX
mail

092-985-4562

そして発信の場

博多区上川端町で築58年を迎える

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

yj@tenjinpark.com

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/

7月12日は冷泉荘お誕生日！
58歳になります♪

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。
地下鉄
呉服町駅

twitterもみてね！

地下鉄
中洲川端駅

アカウントは

「reizensou」

うどんウエスト

冷泉荘 交通アクセス
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。

博多区
博多駅前
1-7-9

地下鉄
祇園駅

承天寺
博多千年門

cover model

A53 号 信濃設計研究所 nano Architects
｢一億総活躍社会｣の実現は可能か。学校の授業中、超居心
地が悪そうな生徒諸君を前に考えたりします。卒業後、教室
内の若者"全員"、
やることがあり、
能力をアップでき、相互承
認相手がおり、
自分の居場所はここだと感じることができる
"世界"と出会えたならば、本当に可能かもしれない･･･。
あるのかも、
ないのかもわからないそのような世界。
その具
現、その一つが｢冷泉荘｣です。一億総活躍社会のヒントが
ここにあります。 http://www.nano-architects.com

冷 泉 荘 入 居 者 紹 介

郷土玩具の会 第4回 ”福岡 博多張子 絵付け体験” 月光亭落語会番外編「花月あわせて、寄席あって！の巻」
『稽古場大公開 in 福岡』
関連企画

冷泉
復元部屋

5F
写真スタジオ

信濃設計研究所

NPO法人 ドネルモ

日時：7月10日（日）13:00〜16:00
場所：B棟１階 冷泉荘ギャラリー

4F
芸術現場調整家

3F

博多張子の三浦さんをお招きして、
博多張子の実演と姫だるまの絵付
け体験を行います。
絵付け用の道具
は此方で用意しております。汚れて
も良い格好でお越しください。

企画・制作会社

参加費：2,000円

募集人数：30名

【問合先】山響屋 Tel 092-751-7050 瀬川

外国人向け旅行会社

カワバタ映画箱
【田平一真・二羽恵太作品上映＆トーク】
日本画のアトリエ
と教室

音楽事務所

A20,21

Bar

ヨガ＆ピラティス

美・ボディ サロン

屋台的空間で
和食を楽しめるお店

注文靴・靴作り教室

地域政策企画・サポート

韓国語教室

2F
コンパクトでアットホーム
なシェアオフィス

A10

②18:00〜20:30

場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース

募集中

料金：1,000円
（※予約特典あり、各回定員40名）

ベーグル専門店

【予約】http://mikado-info.jp/?p=2297

i

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。

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。

入居募集中

乗松薫がダンスワークショップをオトリヨセ！

よりあい
読書室

入居募集中

「オトリヨセ企画」の主催３名による５日間のダンス
ワークショップ。三者三様のワーク内容をご用意しま
した！中西あいの怪我をしない体づくりを、杉山絵理
の体に委ねてつくる小気味良さを、乗松薫の形にこだ
わらない踊る楽しさをオトリヨセします。

日時：7月28日
（木）〜8月1日
（月）
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース

■
「太めパフォーマンス」
のダンスを踊る

講師：乗松薫 7/28
（木）
・29
（金）
19:00〜21:00

執筆、食育、集落支援

サテライト
冷 泉 荘

蝶和
ビル

303

405

総合映像制作会社

505

陶芸教室

デザイン会社

講師：杉山絵理 7/31
（日）
13:00〜16:00

■身体の基礎をつくろう！

講師：中西あい 7/31
（日）
10:00〜12:00、
8/1
（月）
19:00〜21:00

602

株式会社
ビジネス・リノベーション・ラボ

中小企業・伝統工芸産業
を元気にします

■ふくおかし をあそぶ！

こだわりの旅行の
相談窓口

オーダーメイド
マッサージ

■トークイベント
「オトリヨセ企画 鄭 慶一
［チョン キョンイル］
」

駅前
１ 丁目
ビル

［３階 ］

メンバー：乗松薫／中西あい／杉山絵理 7/30
（土）
15:00〜16:00

【申込方法】
件名
「ダンスワークショップ予約」
とし、
①お名前②返
信用メールアドレス③ご希望のWS名と時間を、
下記アドレスまで。

スタジオオフィス

褒めまくる超ポジティブリハーサルに遊びにおいでよ。
落語はやります。
きっと。
お茶でもしましょう。絶対。

日時：7月2日
（土）15:00〜17:00くらいまで
場所：A51号 テトラグラフ写真室

出演：月光亭愛眼（立石義江）／月光亭久留米（杉山英美）

／月光亭百幸（上田裕子）／月光亭春吉（古賀今日子）

木戸銭：無料（熊本支援金BOXへご協力をお願い致します。）

【お問合せ】gekkoutei̲2010@yahoo.co.jp
福岡を担う２人の若手映画監
督、田平一真と二羽恵太の作
「芸術祭に求められる様々な何か」
品上映＆トーク。終盤には、監
大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所） 吉田隆之（大阪市立大学准教授）
督本人による”切実な”新作製
司会：岸井大輔（劇作家）
作費カンパプレゼンも決行。
塚本晋也監督来福の際に活
日本中のアートやまちづくりの現場を回って地道なヒアリ
躍した、
会場の声を監督に直接ぶつける仕掛けも復活？
ングを続けている大澤寅雄さんと、
愛知県職員としてトリ
２度目の映画箱。
いやはや何が飛び出すのか。
エンナーレを担当したきっかけで芸大で博論（改訂版『トリ
日時：7月18日
（月・祝）
エンナーレはなにをめざすのか 都市型芸術祭の意義と展望』
［水曜

①13:00〜15:30

-

,

頑張れ熊本！稽古場大公開！着
物なし！気合なし！本番じゃなし！
月光亭名物、なんでもかんでも

【WS申込・問】
otoriyose.kikaku@gmail.com

社刊］
発売中）
を書き文化政策の研究者になった吉田隆之
さんとの対談を行います。
多くの人や組織が関わる芸術祭
にうずまく、
様々な欲望や都合や理想を、
なるべくフラット
に整理して考えてみる機会になればと思っています。

日時：7月4日
（月）19:00〜22:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース

料金：2,000円
（要予約、定員３０名）

【予約・詳細】https://www.facebook.com/
events/830469897086302/

香りを食べるaromatic botanyワークショップ

「デトックスできるハーブティー・フレーバーウォーター講座」

暑い夏を乗り切るには、美味しくて
すっきりした飲み物が必需品。
今回は
“からだのなかからデトックスできる”
ハーブティーとハーブを使ったフレー
バーウォーターを作ります。いろんなハーブの組み合
わせで、
おいしいデトックスを見つけましょう！

日時：7 月9日（土）

①10:30〜12:30

②13:30〜15:30

場所：B棟１階２コ１多目的スペース

定員：各6名

参加費：4,500円（ハーブティー、お持ち帰り用ハーブ付）

【申込】botany2aroma@gmail.com 松田純子

