月刊

冷泉荘新名所紹介

耐震ブレース

インテリアとしての耐震ブレース
「耐震ブレース、見にこんね？」
ということ
で
（？）紺色に塗られた耐震ブレース。無骨
な鉄骨のため、通常は目立たないように壁
で覆って隠すのですが、冷泉荘では、今後
の活動を陰から支えるひとつの象徴として
「そのまま見せる」
ことにしました。V字が部
屋に静かで強いアクセントを与える、
ステ
キなインテリアとしても機能しています。古
いものを活かして残す、
ビルストック活用の
考えが、
ひとめで感じられることでしょう。

冷泉荘A棟１階
リノベーションギャラリー
（冷泉荘事務局）
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・・・ホームページへ！

http://www.reizensou.com/
入居メンバーやイベントなど、
冷泉荘の日々の出来事を更新中！
twitterもやってます！
アカウントは
「reizensou」

バス停 博多座前

地下鉄中洲川端駅

店街
上川端商

4

冷泉荘 交通アクセス

博多座

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、消防分署を左折。
駐車場はございません。

中洲川端駅５番出口

冷泉
公園

次号は４月初旬発行

櫛田
神社

路

博多町家
ふるさと館

〒812-0026
福岡市博多区上川端 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）

大博通り

博多らーめん

冷泉閣ホテル

国体道

Re-Produced by 吉原住宅・スペースRデザイン

お問い合わせ先

電話/FAX 092-985-4562
mail:yj@tenjinpark.com

↓キャナルシティ

祝

2011

renovation
museum
reizensou

Event Schedule
アクセサリーマスターコース３期生卒業展

モダンデザインと社会」
「バウハウスから学ぶ、

「キラキラ展ーさくら咲く」

デザインとは、
たんに商品を美的に装飾したり、
実用品
を美しく制作するばかりではなく、
人とのつながり方、
生活のあり方、
生きる価値観を新しく創造する行為で
もあります。今回のBOOKSTEADYでは、
おなじみの
講師・古賀徹さんの他、
九州大学でデザインを研究し
ている方をお迎えし、
近代（モダン）デザインの源流であ
るバウハウスをテーマに、
生き方としてのデザインのあ
り方、
デザインと社会の関わりについてお話します。

e-acce.アクセサリーマスターコース３期生卒業展
「キ
ラキラ展ーさくら咲く」
を開催。
期間中はお気に入りの
アクセサリーがあれば、
購入も可能。
春を感じて頂ける
空間をお楽しみいただければと思います。
さくら茶をご
用意してお待ちしております。
お気軽にお越しください。

【実施概要】
①デザインの社会的機能：4月3日
（日）
15:00-17:00
②モダンデザインと大衆文化：
4月24日
（日）
15:00-17:00
講師：古賀徹（九州大学芸術工学研究院准教授 哲学）
他ゲストを予定
場所：冷泉荘１F ２コ１多目的スペース
定員：20名
レッスン料：各回1,000円
（教材費込み）
【お申し込み】
件名
「BOOKSTEADY」
にて、
氏名・連絡先・参加日をご
記入ください。
片方のみのご参加も可。
満席になる場合
がございますので、
お早めのお申し込みをお願いします。
お申込 先：don n e rle m ot @gm ail. com
お問い合わせ: 0 9 0 -1 48 3 -0 8 0 9 ( 笹野)
U RL：ht t p: //don n e rle m ot . com /

ME P h o t o G a lle ry

エムイーフォトギャラリーは、九州 産 業 大 学 写 真
映像学科の学生による自主運営ギャラリーです。

「 e-acce.」
9sta（九州標準化計画）

BOOKSTEADY Lesson.5

冷泉荘は、博多区上川端町で築5２年を迎える昭和の
レトロビルです。
「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る
「リノベーションミュージアム
冷泉荘」
として2009年4月再スタートしました。
博多リバレイン

03~04
ドネルモ

ビルストック文化の学び合い、
そして発信

←天神
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月刊冷泉荘
■ 3・4月のイベント
■ 冷泉荘１階
2011年3月特大号
リニューアルオープン・イベント
■ 冷泉荘メンバーMAP
■ リノベーションミュージアム冷泉荘
これまでの歩み
■ 冷泉荘新名所紹介「耐震ブレース」
■ 交通アクセス

時間：12:00〜19:00
入場無料
濱田大史 写真展

OBJECT -光景に誘われて期間：3月2日
（水）
〜7日
（月）

日時：4月1日
（金）
・2日
（土）
・3日
（日） 12時〜18時
場所：冷泉荘ギャラリー
入場無料
主催：キュースタ
（e-acce.アクセサリー教室）
TEL：092-483-3245
http：//www.e-acce.biz

Korean Dining Bar hana.
『Familyʼs Role』 Vol.6

山野雄樹 写真展

鰹節工場

期間：3月9日
（水）
〜14日
（月）
船越博恵 写真展

コウフクノサイセイ

期間：3月16日
（水）
〜21日
（月）

大人のための料理教室 〜家庭料理編〜

今回は、
料理が苦手な人でも簡単に
作れるレシピです！！フライパンひと
つ、
鍋ひとつで調理できるのをテーマ
にした料理教室です。

財津侑里 写真展

日時：3月13日（日） 14時〜17時
会場：A33号室 Korean Dining Bar hana.
料金：3,500円 定員10名
お問合せ・申込み：092-282-6883
申込締切り：3月10日
（木）

窓に住む街

期間：3月23日
（水）
〜28日
（月）

冷泉荘メンバーMAP
レンタルスペース：２コ１多目的スペース

冷泉荘１階リニューアルオープン・イベント

3月12日(土)

13:30〜16:00

会場 : リノベーションミュージアム冷泉荘Ｂ棟１Ｆ

NPO法人福岡ビルストック研究会４周年記念 ＆
リノベーションミュージアム冷泉荘２周年記念 市民フォーラム

■ テーマ 「 耐震補強を施した築52年 冷泉荘の動きから
福岡のビルストック活用を探る！」
■ プログラム

・
「冷泉荘の歩み」福岡ビルストック研究会 吉原勝己理事長
・
「耐震補強の今」野口豊高建築士［野口豊高建築構造設計］
・
「ビルストックの現場」福岡ビルストック研究会 北嵜剛司研究員［(株）スペースＲデザイン］
・
「『THE SHARE』コミュニティ型シェアオフィス構想 〜これからのワークスタイル〜」
福岡ビルストック研究会 下野弘樹研究員［Ｓｙｎｅｒｇｙ−Ｐｌｕｓ］
・
「福岡STYLE ビルストック活用の考え方」福岡ビルストック研究会 信濃康博副理事
［信濃設計研究所 一級建築士事務所］

・
「福岡ビルストック研究会４年間のまとめ」福岡ビルストック研究会 小柳光平副理事

［CPM 米国不動産経営管理士］

■ 入場料：５００円（学生無料）
■ 定員：３０名ほど
（満席になりましたら締め切らせて頂きます）
■ 主催：NPO法人 福岡ビルストック研究会

19:00〜

13:00〜16:00

新世代の「博多演歌娘」
デビュー!
街を歩けば「仁美ちゃん」
と声を気軽にかけてもらえるような親しみ
を持つ人柄､性格、やんちゃな笑顔。
まさか演歌を歌わないようなル
ックスと､3歳から親しんだ演歌の歌声とのギャップ。博多の皆から愛
される歌姫を目指す､本格派演歌娘です。
『博多を代表する地元リス
ナーに愛されるアーチストを生み出す』
というテーマのもと､「博多音
楽プロジェクト」の運営がスタートし､那珂川仁美はその第一弾アー
チストです。
「地方発信」にこだわり地元メディアやイベンター、
ショッ
ピングモール、行政と連携し､共存共栄を考え､その中で音楽を通し
て福岡の文化の強さを全国に発信することを提案していきます。

■ 入場料：無料

会議室・イベントスペースな
ど多目的に利用可能な部屋
● レンタル料
（１日）
■２コ１
（小）
：4,000円
■２コ１
（中）
：7,000円
■２コ１
（大）
：10,000円

冷泉
復元部屋
写真室＋研究室

ドネルモ 「FUKUOKA
:
HASH-UP CONFERENCE」

福岡の文化シーンで、今どんなことが起きているのか。今回は、様々なジャンルで活動さ
れている方々にお集まりいただき、
・どのような問題意識を持って活動されているのか、
・これからの福岡でどのように活動していこうと考えているのか、
など、自分のジャンルや活動に対する問題意識をお互いに共有し、放談する
「場」を設け
ます。従来のあり方からこれからのあり方へ。そんな問題意識を共有しながら、参加者の
みなさんと一緒に、福岡の文化シーンに潜在するダイナミズムを感じたいと思います。

シェア オフィス
計画中

渡辺玄英
事務所

B棟入口

レンタルスペース：冷泉荘ギャラリー
ギャラリーとして長期レンタ
ル利用可能な部屋

アート、デザイン、音楽、新聞、雑誌、不動産、
カフェ、ITメディア、
まちづくり…などさまざまなジャンルで活動する20代〜40代の方々

■ お申込：件名「HASH-UP」にて、氏名・連絡先を明記し下記mailアドレスまで。
e-mail：donnerlemot@gmail.com, お問合せ:080-6422-8910 (山内)

● レンタル料
（１日）
■ギャラリー
（小）
：4,000円
■ギャラリー
（大）
：7,000円

A20

元・女風呂

18:30
開演19:00

岡田斗司夫の「福岡ひとり夜話」

日本の将来を大胆予測！これからの日本は「理屈民族」が切り拓く！？

A10

■ 参加費：1,500円
■ お申込方法

,

-

-

（冷泉荘卓球センター）

芳澤瞳または冷泉荘事務局まで、e-mailまたはお電話で
お申込ください。なるべくe-mailにてお申込ください。定員
になり次第締切させていただきます。
・芳澤瞳 email：narutokai3@yahoo.co.jp
携帯電話：080-5262-9521
・冷泉荘事務局 e-mail：sugiyama@tenjinpark.com
電話：092-985-4562

博多
よりあい床

★B14,15・B14-2・B15-2はレンタルスペースです。
打合せや教室、
ギャラリー等に利用できます。
（談話室、読書室、卓球台の利用は無料）

博多
よりあい床

レンタルプラン・料金例は右に記載しています。
まずは冷泉荘事務局までお問合せください。
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かつて老朽アパートだった冷泉荘は、2006年より３年
間、若手クリエイターが運営するチャレンジの場へと
変化しました。七夕には冷泉荘２階より巨大流しそう
めんをし、みんなで音楽やワイン、演劇を楽しむ１周
年・２周年パーティなど、すばらしい活気であふれた
建物となりました。この実験的な取り組みが３年目で
終了し、ほとんどの方が部屋を出られたことを機に、建
物１棟を使った試み「古いもの市」
「第４回アジア美
術トリエンナーレ」をおこなったことで、冷泉荘がひと
を引きつける驚異的な力を知ることができました。

和室の部屋。
この部屋のみ
の利用の場合、
レンタル料は
１日4,000円

i

■ 主催：芳澤瞳＋渡辺玄英事務所／オタキングex
■ 後援：NPO法人 福岡ビルストック研究会

老朽アパートから ”ミュージアム”へ

レンタルスペース：
博多よりあい床

計画中

元・男風呂

予 約 満了

B棟入口

屋台的空間で
和食を楽しめるお店

冷泉荘読書室

B棟入口

古いもの市

冷泉荘
イベント

福岡にある国内外の商品を扱う
古道具店と、大名にある石井ビル
で活動する方々による共同イベン
ト。昔から愛され続けてきた味の
ある商品や、古いものをテーマに
した古雑貨や手創り作品が並び
ました。

2009 〜2010

詩

アジア美術
トリエンナーレ

第４回

”記憶” “ひと” “まち” “再生” をテー
マにした詩を公募、冷泉荘全体に
展示した『冷泉ことば空間』、
「冷
泉空間賞」を獲得した平地智の朗
読や詩の展示『冷泉に棲むことば
- 詩のしっぽをつかまえろ！』など、
akioworks徳永さんや渡辺玄英さ
ん主催の詩のイベントを開催。

福岡市よりテーマ「共再生」に賛
同する建物として、
トリエンナーレ
会場に冷泉荘が指名されました。
冷泉荘のレトロな雰囲気にベス
トマッチするアジア各国の作家の
作品が、ビル中に展示。来場者は
なんと3500人以上！
！

冷泉荘ピクニック
２日間にわたり冷泉荘全体がイ
ベント会場となり、冷泉荘全体・各
お部屋をピクニック感覚で楽しめ
るイベント！アートや詩について
相談、親子での料理教室、廃材で
フォトフレームや楽器をつくるワ
ークショップなど学びも多いイベ
ントとなりました。

音楽

めざせ！
１００歳

〜
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20

リノベーション
し続ける冷泉荘
そして耐震補強

耐震工事中
写真

＊中、
大サイズでの利用は
ギャラリー予約がないとき
に限ります。

■ 参加費：５００円
■ 司会進行：宮田智史、山内泰（ドネルモ）
■ 出演予定者

開場

株式会社リリカムジカ : 那珂川仁美「冷泉荘ミニコンサート」

3月13日(日)

２コ１多目的スペース

火曜休館

築50年を迎えた冷泉荘は、古いもの・古い
ことを大切にする想いを強め、歴史の深い
博多のまちにより一層なじむ建物となるよ
う次 なる実 験 の 場「リノベーションミュー
ジアム冷 泉 荘」へと生まれ 変わりました。
大人の文化人・芸術家などクリエイティブ・
クラスの方々が集い、多種多様なイベント
が開催され、
「まちの文化施設」や「知のサ
ロン」として親しまれています。そして、冷
泉荘は現在の耐震補強工事を経てさらに
サスティナブルな建物となります。古い建
物だからこそ伝えられる、
「 ひと・まち・文化
」の大切さを、年齢を重ね続ける冷泉荘か
ら発信し続けていきます。

アトリエ穂音でのアコースティッ
クなライブ、Korean Dining Bar
hana.主催の絵本読みきかせライ
ブ、ラウレア・ヨガ＆ピラティスで
の「音のヨガ」、冷泉荘管理人杉山
と九州大学藤枝研の廃材楽器「サ
ウンド・リノベーション」など、たく
さんの音楽で溢れています。

トーク
福岡発文化系サイト・ドネルモの
『BOOKSTEADY』や渡辺玄英事務
所主催の『冷泉アート夜話』など、
毎月２回以上、
トーク・イベントが
開催されています。哲学や美術、
音楽、映像、
ファッション、演劇、
ダ
ンス、サブカルなど。。。
ジャンルは
さまざま！

ファッションショー
ドネルモ、渡辺玄英事務所、
アトリ
エソレイユのコラボにより、冷泉
荘全体がファッションショーの舞
台に！モデルやデザイナーのトー
ク、観客が積極的に各部屋に潜ん
だモデルを探す「ハイキング・タ
イム」など、エンターテイメントあ
ふれるショーが開催されました。

展示・その他

冷泉荘メンバーの活動や、
まちづ
くりに関わる展示を中心として、
家具や鳥瞰図、ギャラリーの壁全
体を巨大地図とした食べ歩きコ
ース展示など冷泉荘ギャラリー独
特の展覧会が開催。他にも、各お
部屋では落語会、衣装展示などが
頻繁に開催されています。

