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ビルストック文化の学び合い、

〒812-0026

・column REIZENSOU
・4月〜6月のイベント情報

そして発信の場

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

博多区上川端町で築54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

（11:00〜19:00, 火曜定休）

物を大切に活かす
（ビルストック活用）」
を基本理念に、

092-985-4562

「ひと」
「まち」
「文化」
を大切に思う人たちが集まってい

yj@tenjinpark.com

ます。2011年１月には耐震補強工事を行い、冷泉荘の

電話/FAX
mail
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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

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！

理念・思いをますます強め、発信しています。2012年、
第25回福岡市都市景観賞 活動部門にて部門賞受賞。

←天神

博多リバレイン

http://www.reizensou.com/

地下鉄中洲川端駅

店街
上川端商

twitterもみてね！

アカウントは

「reizensou」

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を左折。
＊駐車場はございません。

国体道

路

博多座

中洲川端駅５番出口

冷泉
公園

サテライト
冷 泉 荘
蝶和ビル
博多区店屋町4-8

冷泉閣ホテル

櫛田
神社

博多町家
ふるさと館

大博通り

博多らーめん

冷泉荘 交通アクセス

バス停 博多座前

↓キャナルシティ
cover model

B55 号 NPO法人ドネルモ のみなさん
ドネルモは、
文化を通じて、
コミュニティやしくみを創造するNPO
法人です。
人々と社会のあいだにつながりや活動の場を作り、
新し
い文化が息づく
「これからの活動モデル」
を提案・実践しています。
現在は、
2030年代の超高齢社会に対応したコミュニティづくりや
デザイナーを志望する学生のための実践教育の場づくりなどに
取り組んでいます。
冷泉荘でも頻繁に、
トークイベントや読書会を
開催しているので、
ぜひ遊びに来てください！
表紙：ドネルモ法人化一周年記念パーティの集合写真
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EventSchedule

冷泉荘の長屋的特徴を集約した
選べるミニチュアなオフィス

A21号「引力の間」入居者募集中！
詳しくは冷泉荘ホームページまたは
冷泉荘事務局まで！

英語通訳ガイドセミナー

日時：4月24日
（水）

写真スタジオと
研究室

１回目：14:00〜16:00／２回目：19:00〜21:00

対象：英語通訳案内士の方、
またこれから
NPO法人 ドネルモ

芸術現場調整家

日本画のアトリエ
と教室
森の新聞社

企画・制作会社

ーズ／ガイドの仕事の見つけ方／Ｑ＆Ａ

アクセサリー教室

音楽事務所

A20,21

韓国家庭料理
ダイニング・バー

日時：4月14日
（日）

韓国語教室

bridesmama
屋台的空間で
和食を楽しめるお店

TVオンエア／パソコンサポート

一席より入居募集中

A10

地域政策企画・サポート

,

ベーグル

【申込み】トラベルインビニオ 篠原茂
e-mail：s.shinohara@travel-invenio.jp
携帯：090-3323-0533

春風ツアー二〇一三 オオタユキの唄会

ヨガ＆ピラティス

婚礼プロデュース

サービスパーク

開場19：00 開演19:30
場所：A31号 アトリエ穂音
料金：2,000円
（1ドリンク付き）
演奏：オオタユキ／zerokichi

★２コ１多目的スペース、冷泉荘ギャラリー、
よりあい読書室はレンタルスペースです。
（談話室、読書や卓球の利用は無料）

サテライト
冷 泉 荘
蝶和ビル

602

すっかり春らしくなってまいりました。春にな
ると何か新しいことに挑戦してみたくなるもの
ですね。
髪型を変えたり、
新しいお洋服を買って
みたり、習い事を始めてみたり。
メイクだって春
らしく変えてみたくなるものですが、
まずはお肌
の状態を整えることから始めてみましょう。
実は春は肌トラブルが増える季節なのです。
それは急激に暖かくなったかと思えば冬に逆
戻りのような日もあるという、気温や湿度が安
定しないことが原因です。
また花粉症などのア
レルギーによってお肌が敏感になってしまうと
いうこともあるようです。

みよし あさこ（吉原住宅有限会社 WEB・グラフィックデザイナー）

急な肌トラブルに焦って、化粧品を買い足し
たり買い替えたりしたくなるものですが、それ
はかえってトラブルを悪化させる原因にもなり
かねませんので注意してください。やり方や使
うものを変える必要はありません。基本にたち
かえって、
とにかく丁寧に保湿をすることが大切
です。
スキンケアはアイテムを増やしたり方法が複
雑になってくるとどうしても続かないものです。
シンプルなやり方を継続していくと、自分の肌
状態の些細な違いにも気づくことができるよう
になり、ケアの仕方の微調整もできるようにな
ります。
それが季節変化に動じない肌作りの近
道なのです。

レンタル料金は１日4,000円から。詳しくは
A12号冷泉荘事務局までお問合せください。

日時：4月26日
（金）

開場19：30 開演20:00

場所：A31号 アトリエ穂音
料金：2,500円
（1ドリンク付き）
drink by coffon
演奏：樽木栄一郎／zerokichi
薬院レコード info@yakuin-records.com
アトリエ穂音 ☎070-5534-1114（ヒサ）

ブライダルを体験できる、相談でき
るHAPPYな１日。
ブライダルのプロ
が集まる無料相談会です。結婚式・

よりあい
読書室

冷泉荘近くの蝶和ビル602号室がサテライト冷泉荘として始動中！

「-body care- IWASAKI」 有資格者(柔道整復師)による
ボディケアのお店 。 痛くない、気持ちいいけれど、楽になる
オーダーメイドマッサージを提供しています。完全予約制。
［問］092-292-3783 （博多区店屋町4-8 蝶和ビル602号）

指輪・旅行・衣装・メイク・ネイル・プ
チギフト・住まい・ベロタクシーなどブライダルの気に
なるアレコレ、気軽にご相談できます。
カラードレスの
試着、
ワンポイント・メイクレッスン、ハンドマッサージ

も体験できます！

日時：4月10日
（水）13:00〜20:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース

料金：相談無料

お問い合わせ：bridesmama 宮崎千枝

092-517-4678, info@briedesmama.jp
WEB ： http://briedesmama.jp

冷泉荘のさまざまな業種のたの
しい方々との出会い、
お部屋の見
学などリノベーションミュージア
ム冷泉荘をまるっと楽しめる
「冷
泉荘ピクニック」
！今回も冷泉荘

のあちこち、
各お部屋でトーク、
フ
ァッション、
ブライダルフェア、
印刷のワークショップなど、
たくさんのイベントを２日間にわたり開催予定。
わくわくの
時間を過ごしに、
冷泉荘へピクニックに出かけませんか？

日時：6月1日
（土）、6月2日
（日）

11：00 〜 18:00ごろ （各イベントごとに異なります）

会場：冷泉荘のアチコチ、各お部屋
【問合せ】
冷泉荘事務局 092-985-4562

イベントの詳細は冷泉荘HPにて随時更新中！
http://www.reizensou.com
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ハイランジ

そもそも、
このポーズ見た目は簡単そう〜（*^̲^*）
しかし、
とりあえずやってみて？面白いほどにグラグラしますから(笑)
まずは前後の脚の置き方ですが、曲げている膝の真下に踵が
来るようにし、後ろ足を使って調整していきます。後ろ足は親
指の下と小指の下のボールで支えるのですが、日頃の重心の
置き方の悪い方、それはそれは倒れちゃいますよ！下半身は
大地へ上半身は空に向かって伸びましょう。
出来ない事を無理に行うことはよくないのだけども出来な
いと決めつけるのも良くない。たまにはこんなパワフルなポ
ーズでも取っていくと、体も温まり筋肉も関節も柔軟になる。
そしていかに自分の身体が言う事を聞いてくれない、身体の
中の対話が出来ていない事に気付くのかも知れない。以外に
もこのポーズの効果は消化不良・便秘・座骨神経痛にも良い
と言われているんですよ。チャレンジしてみてください、但し
いきなりやらないで・・・・脚がツルはめになりますよ(+o+)
ヨガ前のほぐしは必要なんです〜。

h i t o y o［laulea studio ヨガ＆ピラティス］

自転車の旅を楽しむレンタサイクル＆ツアー「福チャリ」
福 岡 の ま ち を ポ タリング ♪

福チャリ
ブラッドピット、じゃなかった、、
海外の遺跡、歴史遺物は、
日本では今までで見たこと
もないような形やキャラクターがあってとても興味深い
ので、出来る限り見ようといつもこころみる。
トンデモも
もちろん大歓迎だ。

開場18：45 開演19:00 （月に２回、木曜開催予定）

Eiichiro Taruki & zerokichi LIVE at アトリエ穂音

ココロYO G
A

ススタジオの
ラティ

ピ
ガ＆

・ヨ
レア
ラウ

日時：4月11日
（木）、4月25日
（木）

樽木栄一郎 LIVE

瀬下さんのお部屋の説明で「ビートルズ
やシド･バレットの配色になった」
という言
葉を聞いても、私は？マークしか浮かびま
せんでした。ビートルズはうんうん、分かる。
シド・バレット‥？初めて見たとき「このお
部屋、一番好き!!!」
と思ったのに、
それじゃぁ
悔しい。調べてみましたら「な〜るほど、
こ
の床の配色なんて…」
と納得。
「いや、分か
んないよー！」
と思った皆さま、教えません。
このお部屋に来て見てください♪分かると
思います。

ロック好きな方、
ご存知ではないでしょうか？
シド・バレットを。私はこのお部屋ができるまで
知りませんでした。ピンク・フロイドの初期メン
バーで、ロック好きが行き着く先は彼にたどり
着くと、一部で言われるほどのミュージシャン。
他にも、壁に何度も絵を描けるわ、
きらめ
このお部屋のデザイナー瀬下さんは、
アート
カフェ
「アトリエてらた」を経営される現役のバ くわ、照明なんて…！見たいでしょ〜？この写
photo by 日髙 康智
ンドマン。ビンテージジーンズなどの古着にも 真だけで見た気になったら、 山王マンション #401 》
詳しく、
アートとロックに深い知識をお持ちです。 もったいないですからね〜！ http://www.space-r.net/rent/sannou/401

怖れず挑戦して行こうというライブです。

【予約・問】
薬院レコード info@yakuin-records.com
アトリエ穂音 ☎070-5534-1114（ヒサ） 冷泉荘ピクニック2013
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リラクゼーション
＆マッサージ

みなみぶちょーの
スポ根的 美 容 塾

大衆演劇小屋をイメージし、
那
珂川仁美が歌と向き合って成
長して行くレギュラーライブ。
普段
「流し」
を見られないお客
様にも気軽に見てもらえるよう
に同じ様に1人で仕切ります。
また、実験的な事にも失敗を

【予約・問】

Happy Brides Project
レンタルサイクル

「ART-MUSIC-山王#401♪」

ルモ

場所：B棟1階 2コ1多目的スペース
料金：3,000円
（各セミナーともに先着15名まで） 料金(当日受付にて)：1,000 ファンクラブ会員：500円
セミナー内容：英語圏のお客様が見たい日本とは 【問合せ】株式会社リリカムジカ
info@lyricamusica.jp／Fax : 050-1200-4141
／いいガイド、
わるいガイド／使えるガイドのフレ
洋裁教室

執筆、食育、集落支援

英語通訳案内士の資格を希望される方

場所：B棟１階 冷泉荘ギャラリー

詩のアトリエ

渡辺玄英
事務所

column
月
REIZENSOU

歌い小屋冷泉荘「那珂川仁美 新たな唄」

主に日本向けツアーのプロ添乗
員として２０年近く各地の日本人
ローカル英語ガイドと一緒に英語
圏からのお客様を日本中案内して

きたスティーブン・スクロギン氏を講師としてお迎かえ
して、
「実践ガイドセミナー in 博多」を開催いたします。

冷泉
復元部屋

http://donnerlemot.com

ドネ

2013

顔面シリーズ第10弾！
「自宅からみえる笑顔さん」
＊ 冷 泉 写 真 帖 は 、シュ ー ル で ぷ ぷ ぷ っ と 笑 っ ち ゃう
よう な 投 稿 写 真 コ ー ナ ー 。み な さ ま の ス テ キ 写 真 投
稿 を お 待 ちして い ま す！応 募 先 は 冷 泉 荘 事 務 局 まで！
今 月 の 投 稿 者：杉 山 紘 一 郎［ 冷 泉 荘 管 理 人 ］

ボリビア、チチカカ湖の近くにあるティワナク遺跡も
その一つ。ティワナク文明はインカ文明に先立ち、南米
で2000年以上続いたともいわれる謎の文明だ。
アンデ
ス山脈、標高4,000ｍ近い地に、夏至と冬至を正確に知
るための岩の天文台、石に刻まれた1年365日のカレン
ダーなどが残されている。
なかでも半地下神殿は圧巻。180もの顔が壁に埋め込
まれている。人や動物の顔の中に、
どう見ても宇宙人・エ
イリアンだろうと思われるものもある。
いったい何故？？？
カラササーヤという石を組み合わせた壁に囲まれた寺
院の中には、石像モノリート
「ポンセ」があり、
これも見
れば見るほど不思議だ。

酒民党員でもある、まちづくり屋さんに聞く！

in 酒話
ハマグリとお酒と
四月です、新しい生活をスタートさせた人も多いの
ではないでしょうか？これから暖かい季節になり、森林
浴やバーベキューで楽しむ機会も増えてきます。潮干
狩りも良いですね。
潮干狩りといえば、アサリでしょうが、かつてはハマ
グリ狩りも楽しまれていました。現在では、ほとんど出
来なくなってしまいましたが、ハマグリは、古来より日
本人に愛されてきた貝の一つです。平安時代の貝合
わせの遊びは有名ですね。

ハマグリにはカルシウムやマグネシウムが牛乳よ
りも多く含まれており、鉄分も多いため貧血予防な
どに効果があります。めまいの多い春先にお勧めの
食材です。疲労回復や肝臓を助ける働きがあり、花
見や歓迎会などで疲れた身体にも優しそうですね。
このハマグリのエキスとトマトを組み合わせた
ジュースが、クラマトです。
トマトジュースよりも濃
厚で、料理やカクテル(ブラッディ・シーザーなど)
にも使われます。一度お試しあれ。
カクテルレシピ（オリジナル）
：
「クラムワイン」

赤ワイン1/2、
クラマト1/2
材料をステア(氷なしもしくは少な目を推奨)、
きついと
感じる方はトニックウォーターで割ると良いでしょう。

半地下神殿。壁に埋め込

ポンセ、
何なんだろう？

まれた顔の数は180

ティワナク遺跡に来ていた小学生た

エル・アルトから見たボリビア首都ラ

ち。
子供は世界共通、
かわいい存在だ

パスの街並み。
ここからの夜景は圧巻

ポンセを見ていたら、学校の授業で来ていたであろ
う、ボリビアの女子学生5、6人が笑いながら
「ポキート、
ポキート
（ちょっと、
ちょっと）」
と僕を手招きする。
シャッ
ターを押して欲しいのかと思ったら、なんと一緒に写真
を撮りたいとのことだった。やった！
それも1回だけだと思ったら次々から次へと女子学
生がやってきて撮影を頼まれるではないか。ボリビア
万歳！心の中で大きく叫んでいた。男子学生からは冷や
かしの声が出るし、先生も笑いながら一緒になってカ
メラをこちらに向けている。
ようやく解放されたところ、近くにいた欧米人数人か
ら
「君はブラッドピットのようだね」
とからかわれた。
その
後、
さっきの女子学生たちから話し声が聞こえてきた。
「ジャッキーチェン、
アチョー」
その後もボリビアでは何度も
「ブルースリーがいると
かジェッキーチェンだ」などと言われながら指を指され
る始末。南米ではブルースリー、ジャッキーチェンのは
たした役割はことさら大きい、
ということだ。

まこと ［SOZOX / 福チャリ］

