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アトリエ穂音

アトリエ穂音

5月1日（土）～5月31日（月）
来場者 推定100名

5月8日(土)

5月22日（土）

冷泉荘ギャラリーにて、わかりやすさを追求し
た絵師「大正広重」吉田初三郎が描いた昭和初
期の絵地図や美人画を約４0点展示しました。
まさにアートとわかりやすさが融合した独特な
鳥瞰図が並び、複製ながらも圧倒的な情報量と
色彩の美しさに目を奪われました。企画協力に

「アソシエ」益田啓一郎氏。また、5/8には初三郎
直筆のトレース画とともに益田氏によるトークラ
イブが開催され、初三郎から福岡の歴史まで、幅
広いお話をきくことができました。

ウクレレ・ラップ・ソングの「とんちピクルス」（福岡）、
ギターとボーカルのデュオ「juru*y」（ユルイ,沖縄＋
埼玉）、juru*yのギター拓也のソロプロジェクト
「hitori#9」のライブが開催されました。おいしい料
理にゆるりと素敵な演奏でした。

冷泉アート夜話プログラム
２は福岡市美術館学芸員の
山口洋三さんをお招きし、「
現代美術の状況（１）ーヴェ
ネチアビエンナーレと越後
妻有トリエンナーレから」と題して開催されま
した。多くの美術関係者が参加し、定員を超え
る集客で盛り上がりました。

〈好きなキャラ〉語りから、作品の持つ社会的・文化的
なコンテクストまで、様々なテーマが飛び交うトーク
ライブ《別冊ドネルモ》。今回のテーマは新進気鋭の
アニメ監督、吉浦康裕氏（スタジオ六花代表、福岡出身）
が手掛ける《イヴの時間 劇場版》。福岡劇場公開に
合わせ、「みんなで映画鑑賞会」と「トークライブ」をセ
ットにした《イヴの時間 劇場版》鑑賞ツアーを開催。
劇場で映画を観た後に冷泉荘にてドネルモ代表山
内泰やアニメーション作
家/映像ディレクターとし
て活躍中の山元準一氏（吉
浦監督の後輩！）を迎え、そ
の興奮を思い切り語り合
いました。

アトリエ穂音４周年祝宴

ari LIVE
　　　　with アンチムジカ

5月29日(土)

アトリエ穂音は5/29で４周年。その日に、JR九州の
CMで「雨上がり」を唄っているariさんのライブが開
催されました。バックアップサポートはアンチムジ
カ！しかし、管理人は申し込みが遅れて定員。。。心地
よい空気とともに、外にもれてくる音を聴いて楽し
みました。

まちなみアート
吉田初三郎の世界

『イヴk時間 劇場版』
みんなで観賞会
＆別冊ドネルモ トークライブvol.8
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7月6月刊

■6・7月のイベント
■冷泉荘メンバー
　　　   とお部屋紹介
■5月イベント・レポート
■山笠 追い山マップ
■冷泉荘アクセス

月刊冷泉荘
　  2010年6月号

冷泉荘は、博多区上川端町で築51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。
リノベーションミュージアム冷泉荘のことを
　　　　　　　　　　　　　もっと知りたいなら・・・

ホームページをご覧下さい！
http://www.reizensou.com/
入居メンバーのこと、今までのイベント、

これからのこと冷泉荘の日々の出来事を更新中！

ビルストック文化の学び合い、そして発信

山笠

twitterもやってます！
アカウントは「reizensou」

追い山マップ
飾り山公開
お汐井（しおい）取り
流舁き(ながれがき)
朝山(早朝)/他流舁き(夕方)
追い山ならし
集団山見せ
流舁き
追い山

   1日
   9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日

午前4時59分、大太鼓の合図ととも
に一番山が櫛田神社の「清道」を目
指して突っ込む。１分間の「博多祝い
唄」を歌い、境内を飛び出していく。
以降二番山から七番山まで一定間
隔を置いてその後を追う。

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。

冷泉荘 交通アクセス

追い山

お問い合わせ先
〒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　管理事務所

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

次号は７月初旬発行
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冷泉荘入居記念
「ドネルモお披露目パーティー」

hana主催
第二回 親子で楽しむワークショップ

渡辺玄英事務所主催　冷泉アート夜話

場所：Ａ41号室 渡辺玄英事務所
定員：30名（申込順） 参加費：500円
講師：山口洋三
お問合せ：渡辺玄英事務所
　090-9585-9979／e-mail: zz79@goo.jp
※Ｅメールまたは冷泉荘管理事務局にて予約受付。

アートの可能性とは？福岡を代表す
る現代詩人、渡辺玄英が企画する冷
泉アート夜話。福岡市美術館学芸員
山口洋三氏を迎えて、下記テーマに
て開催。最前線からの発言が聴ける
連続講演会です！
■プログラム３　現代美術の状況(2)
　　　　　　　　　　　　血も凍る現代美術作家批評
　日時：6月26日（土）16：00～17：30

大好評の親子で楽しむ韓国家庭料理
ワークショップ第２弾！大人も子ども
も簡単で美味しいレシピを教えます！

日時： 6月27日（日） 13:00～

　＊参加費、定員等の詳細は
　　冷泉荘ホームページにて。

持参品：調理道具はご用意しています。エプロン・タオル・筆記
　　　 用具・箸・スプーンをご用意ください。
講師：大山リエ　Korean Dining Bar hanaオーナー。TNC
　　　　　　　ももち浜ストア料理コーナー・ドラマ「ハート
　　　　　　　ブレイク屋台」でのフードスタイリストetc...
　　　　　　　フードの世界で活躍中。

日時：6月25日（金）  19:00～21:00
場所：A13号室　多目的スペース

ドネルモは、＜福岡でもできること＞
をコンセプトに、様々なコンテンツを
扱うwebサイトを運営する団体です。
6月からの入居を記念して、活動報告
を兼ねた懇親会を開催いたします！
どうぞお気軽にお申込くださいませ。

お問合せ：ドネルモ  donnerlemot@gmail.com
　　　　　　　　  070-5695-8925(宮田)

＊詳細はドネルモホームページ（http://donnerlemot.com/）
をご覧ください。

小倉未由嬉 写真展
あなたの美しさに気付けた
私は、幸せです。
期間：6月2日（水）～14日（月）
時間：12:00～19:00　火曜休館

船越博恵 写真展
I+X
期間：6月16日（水）～28日（月）
時間：12:00～19:00　火曜休館

福山沙織 写真展

現実
期間：6月30日（水）～7月12日（月）
時間：12:00～19:00　火曜休館

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。

「サウンド・リノベーション」展
- みいだされた音、あるいは場の記憶 -

MEPhotoGallery

４月の冷泉荘ピクニックにて冷泉荘
の廃材から楽器を制作した九州大学
大学院芸術工学府藤枝研究室。この
試みをさらに拡張し、７月に展示・公
開いたします。冷泉荘の地下に過去
の「記憶」として残された廃材を、響きによって紡ぐ
ことで、楽器として新たな生命が吹き込まれていき
ます。また、7/3（土）には展示楽器のデモンストレー
ションを行います。その他、廃材を軸とした楽器の制
作ワークショップ、トーク・セッションなども予定して
おります。詳細は冷泉荘ホームページにて。

「家族イス - 山本育也の家具」展

日時：6月9日（水）～30日（水） 11：00～19：00 火曜休廊
場所：冷泉荘ギャラリー
入場無料

日時：7月3日（土）～31日（土） 11：00～19：00 火曜休廊
　（7月3日（土）19：00～ 楽器デモンストレーション）
場所：冷泉荘ギャラリー
入場無料

廃材を使った家具をつくる山本育也氏が４月の冷泉
荘ピクニックにて廃材フォトフレームワークショップ
を開催したことをきっかけに実現した展示。今回は
家族それぞれのイスを展示します。

～お父さんのイス・お母さんのイス・僕のイス・妹のイス～

リアル


