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hitoyo（ラウレア・ヨガ＆ピラティス スタジオ代表 ）

よく晴れた日だった。
遠くまで見える。後篇

【今月の担当】  山内泰 （ドネルモ代表理事）

（承前）灯に照らされてはじめて、鈍色の頭をもたげる闇がある。
若い頃読んだ時は、古き良き日本を知る「年寄りの愚痴」だと
思っていたが、どうもそんな単純な話ではないらしい。ここで
谷崎は、闇の陰影にかたちをあたえる灯の意義を、読者に問うて
いるのではないか。

闇を照らし出す灯は、闇を打ち消す光とは違う。すべてを明るく
見渡せるよう遍く差し込んでくる光は、闇を都合の悪い障害として
一掃し、その存在をなかったことにしようとする。そんな光の暴力
に与するのではなく、闇を照らし出す灯を頼りに、陰影の襞に
寄り添ってゆくまなざしは、多様性に開かれてゆくべき都市景観
でも肝要となるはずだ。

だが実際には、「安心・安全」の名の下に透明化を促進するまち
づくり、「環境浄化」に貢献するアートプロジェクト…などなど、
善意に満ちた光が、翳りをふんだんに含む豊かさとは真逆の方
向に差し込んでいて、その眩さのなか、いよいよ陰影は見えなく
なってゆく。そんなこれからのまちで、僕が教えてもらったあの
景観は、灯に照らされた闇は、どこに息づくことができるのだろう。

この文章を書くにあたり、鉄道を奉る神社のある某駅ビル屋上
に行ってみた。展望台は博多口方面に開かれていて、右手にまっ
すぐに延びる道路は海へと至り、眼前に立ち並ぶ商業ビル群の
彼方に山々を望む。これがみんなに見てもらいたい福岡の景色
なのだろう。一方、その反対側、吉塚につながる筑紫口方面に展
望台はなく、高い壁が立ちはだかっている。壁を彩るのはアート
プロジェクトで制作されたタイル群で、著名なアーティストの描
いた幹や枝に、市民の描いた葉が生い茂り、鳥や虫が息づいて
いる。見渡す限りの有田焼の青。見上げると、青空。

よく晴れた日だった。遠くまで見える。でも、彼の暮らしていた
ところまでは見えない。（終）

　　　※過去に福岡市都市景観賞webマガジンFUBAに
　　　　掲載したテキストを編集・再掲したものです。

アトリエ穂音／日本画家 比佐水音（ヒサミヲ）

ラウレア発
85号

あなたの笑顔が見たい
こんな時代になって、日常は変化してきましたよね。これまで外に出て、
対面で仕事をし、会話をし、笑い合い、ハグし合い、海外にもいけたし、
ある意味自由がそこにありました。あれから、２年以上経って何が
変わったかというと、私で言えば仕事が大きく変わった。ここでないと
いけないと言う、決まりがなくなった。そして必要か必要でないかが
はっきり見えてきた。寂しいけど、いろんな事が淘汰され始めた。

厚生労働省では、「屋外では、人との距離(2m以上を目安)が確保できる
場合や、距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、 
マスクを着用する必要はありません 。」と言っているにもかかわらず、
外では皆きっちりマスクをしている律儀さ。朝早い時間のワンちゃんの
お散歩の時でさえ、マスクをしている人達がいるので、飼い主さんとの
会話にはマスクはやっぱり手放せない。

9月／白露(はくろ)・秋分(しゅうぶん)

9月 大気がだんだんと冷え露を結び秋が近くなる頃、野鳥の
セキレイが鳴くようになる頃でもあります。これを書く頃はまだ
暑いので、全く実感がないのですが、それでも夜には庭に虫の
音も聴こえるようには、なってきています。

7月には、京都市京セラ美術館にて、「線と円」展が開催され
無事に開催され展示も終わることができました。お陰様で展示
自体も個人的にも大変好評でした。その展示の会場風景と
作品も今回掲載しておきます。

さて、9月はいよいよ福岡のギャラリー望雲さんで、比佐水音
日本画個展を企画して頂きます。2年前と同じく小作品を中心に
極小作品と掛軸、F０号、サムホール、F3号までの作品の、展示
販売となります、望雲さんによりどんなディスプレイをして頂く
のか、楽しみにしております。皆様どうぞ、是非ご来場下さい。
お待ちしております。

　　【比佐水音日本画個展】
　　　　  場所／望雲
　（福岡市中央区渡辺通2-3-27
    　               待鳥ビル507号室）
　会期／9月10日(土)～25日(日)
　          時間／13時～19時
　              定休日／水曜
　      TEL　092－733－1135

なお、9月10日と11日は、京都より茶房・好日居さんが、比佐の
作品にあわせイメージされた茶會「月」を開催されます。(要予約)
月がテーマの中国茶と菓子、こちらも楽しみな企画です。

こんな素敵な関係性が
コーポ江戸屋敷の日常の
中で育まれていることを、
今回の取材を通してあら
ためて実感しました。入居
者さんが主役となっている、
今のコーポ江戸屋敷を
表現したタブロイド紙。
スペースRデザインWEB
サイト タブロイド紙紹介
ページからご覧いただけ
ます。紙面をご希望の方は
スペースRデザインまで
お問い合わせください！

夏キャベツでお酒を

　　 in 酒話　　 in 酒話
また、古代ギリシアではキャベツは「ラパノス」と呼ばれ、二日酔い
の薬として重宝されていました。古代ギリシア人の食の本『食べる
ギリシア人―古典文学グルメ紀行 』丹下和彦[著]（岩波新書）に
詳しく載っています。本文を紹介します。「昨日お前はしこたま飲んだ、
そして今は二日酔いだ。少し眠れ。おさまるだろうから。それから
煮たキャベツをお前に供させよう。」「ここでひと風呂浴びて、キャベツ
をどっさり食べれば、頭の重いのもスッとして、今君の額にかかっ
ている憂いの雲も消えるだろうぜ。」とキャベツを頼りにしていま
した。キャベツで夏バテの胃を整えて、秋の味覚とお酒を楽しみ
たいものです。

酒民党員でもある、まちづくり屋さんに聞く！

秋の気配ですね。今回は夏キャベツの話を。キャベツには春、夏、
冬と旬があり、夏から秋に美味しいのが夏（夏秋）キャベツです。
高原キャベツとも呼ばれます。夏キャベツの葉は厚くて柔らかく
甘みがあり、生でも加熱でも美味しいです。そしてキャベツには
ビタミンU（キャベジン）という傷ついた胃粘膜の修復を助ける
成分が含まれています。お通しのキャベツには重要な意味が
あったのです。タレントの福山雅治さんは、一生お酒を飲み続け
られるように、毎日キャベツを食べるそうです。

会話は本当に人間として必要なんだと思います。人との繋がりは、
豊かな心を生みます。感謝する人がいると幸福感が増すとも言
われています。誰かのお役に立てること、人の笑顔を見たい人は
幸福度が増すとも言われます。マスク越しの笑顔は、伝わるけれ
ども満足できないのです。大きな口を開けて、大笑いをしたり、
無駄口を叩けるような時代になれるといいですね。

そして、今このコロナの時期を受け止めて、静かに瞑想する時間

テーマは、「にぎわう団地は、入居者さんが主役」。職人シェアオフィス
「BASE」のみなさん、江戸やしきパン工房さん、ツキシマコーヒーさん、
funker room入居者さん、コミュニティデザイナー半田兄弟、コーポ江戸屋敷
をずっと見守ってくれているURの片岡さんなど、いろんな方にお話しを
伺い、それぞれから見たコーポ江戸屋敷を語っていただきました。ご協力
いただいたみなさま、本当にありがとうございました！

建物は人が建てるものですが、建ってからこそ人が育てていくものだと、
しみじみ思います。軸となるオーナーの想い（ビジョンのようなもの）が
あり、そこに共感する管理者がいて、オーナーの想いを常に入居者さんへ
伝え続ける。そしてそのオーナーの想いは、外構デザインに滲み出て、まち
のひとへもゆっくりと伝わっていく。

スペースＲデザイン
新野

を取ることで心が穏やかになりますよ。瞑想は1分でもいいので、
周囲の音や、身体の声や、心の語り掛けに耳を傾けて、だた「そうな
んだ、そんなふうに感じるのね、そうかそうか」と頷くだけでいいで
すよ。今自分は何を気にしているのか、何が問題なのかもわかって
きます。瞑想は問題解決をするものではないので、それについて、
考え込まない様にします。瞑想は妄想とは違うから。

次回は、「慈悲の瞑想」のお話をしましょう。この瞑想は、自分や他者
への好奇心や優しい心が芽生えていく瞑想です。なんだか、難しそう
だけど、今抱えている問題がスッキリします。その前に、1分瞑想で
ここにいる自分を改めて感じてくださいね。

［外国人向け旅行会社］

博多区上川端町で築64年を迎えた

ビルストック文化の学び合い、
そして発信の場

リノベーションミュージアム
冷泉荘とは・・・

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

, -

A21

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、
利用内容に応じてサイズを変えられるレンタルスペース。

料金は１日4,400円～11,000円（税込）。
展示などで7日間のご利用には、お得な割引プランもございます。

日本画のアトリエ
と教室

［写真スタジオ］

［写真スタジオ］

［韓国語教室］

［ベーグル専門店］ ［こどもアートアトリエ］

Belle et Claire
［色彩心理］

［コミュニティセンター］

［NPO法人 ドネルモ］［企画・制作会社］

楽研サロン
［限定Bar＆Office］

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］

［ヨガ＆ピラティス］

サテライト冷泉荘

蝶和ビル
（博多区店屋町4-8）

 駅前１丁目 ビル
 ［３階 ］

（博多駅前1-7-9）
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ご入居・レンタルスペースに関するお問い合わせ

冷泉荘事務局
092-985-4562

お気軽にお問い合わせください。

https://www.reizensou.com/

twitter
@ reizensou

Facebook
@ reizensou

冷泉荘YouTubeチャンネル
   →   YouTubeで「冷泉荘」を検索！

〒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

お問い合わせ先

アートギャラリー

［ペット服製作 アトリエ］

(株) スペースＲデザイン冷泉荘運営会社

九州産業大学　芸術学部写真
学科4年生3人の最後の写真展。
それぞれの個性を活かした合計
100枚程の写真を展示。

焼成した作品は一つ一つ手作業で
研磨をして仕上げ、たったひとつの
作品を作り上げています。

そこに１つの身体があり
そこに１つの命があった

フクエノリコのガラス展「ひとつひとつ」

日時：9月18日（日）～24日（土）
      10:00～18:00
   （初日12:00～／最終日17:00まで）
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
【ガラス作家　フクエ ノリコ】
https://r.goope.jp/h-d-studio
［Instagram］ @heavenly_drops_studio

写真展「熾し火（おこしび）」

日時：9月6日（火）～11日（日）
10:00～19:00（最終日17:00）
場所：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
料金：入場無料
［参加作家］
木村友哉　https://yuyakimura.com/
深水優利子　［Instagram］ @yuriphoto0001
山田晶

秋草おと 作品展「個展ですの。」

日時：9月22日（木）～24日（土）
　22日（木）、23日（金・祝）11:00～20:00
　24日（土）10:00～17:00
場所：B棟１階 ２コ１多目的スペース
［Twitter］ ＠akigusa_oto

毎日アートを続け、イラスト、ハンド
メイド、DIYなどなんでも製作中。
現在約200日制作を続け、その一部
の約50点を展示・販売いたします！

中嶋工房 第二回個展 「エウレカ」
日時：9月30日（金）
           ～10月5日（木）
      12:00～19:00
      （最終日16:00まで）
場所：B棟１階 冷泉荘ギャラリー   入場無料
中嶋工房  ［Twitter］ @pandavid_com
　　　　 ［Instagram］ @pandavid_com

れいぜん荘ウェルネスマルシェ
日時：9月17日（土）11:00～17:00
会場：A棟地下101号 ユウアヒア
全体験無料
［11:00～14:00開催］
　・地域みんなで子育て～ママの声を知りたい～
　・自分のカラダを知ろう！身体力測定
　・食べるとことばの相談室
［14:00～17:00開催］
　・smile 0円ショップ
　・しあわせごはんラボ
　・「ナースジャングルクルーズツアー」
【詳細】 https://youarehere.center

水上初佳 ソロダンス公演 3rd Stage「5:34」

日時：9月15日（木）
　　16:00開演 / 19:00開演
　　※開場は30分前を予定
会場：B棟１階 冷泉荘ギャラリー
チケット料金：前売 2,500円 / 当日 2,800円
《予約》 https://forms.gle/
　　　　　　　　Bd8wZbAJ5xw3dUTV9
【詳細】 https://next-project.jimdofree.com

私達は「ビンテージビルでひとをつなげるまちづくり」
をキーワードに「ビンテージビル経営理念」を実践して
います。代表的存在である「リノベーションミュージア
ム冷泉荘」は、2017年に第12回日本ファシリティマネジ
メント大賞特別賞、2018年に建物エバリュエーション
事例コンテスト2018にて優秀賞を受賞。これからも
魅力溢れるビンテージビルの価値を創造すべく、
多様な取り組みにチャレンジして参ります。

https://www.space-r.net/

久留米市の団地、
コーポ江戸屋敷のタブロイド紙第二弾が完成！

日時：9月17日（土）11:00～16:30ごろ
場所：冷泉荘のあちこち
【問】冷泉荘事務局 [092-985-4562]
　　http://www.reizensou.com
　　あおぞら市実行委員会 [092-986-2511]
　　http://www.aozoraichi.info

れいぜん荘ピクニック2019＆あおぞら市
3年ぶりの開催！ピクニック気分で冷
泉荘をあちこち散策しませんか？お部
屋見学やイベント参加、管理人と巡る
「冷泉荘ツアー」など冷泉荘をご堪能
いただけます。九州各地の作家さんや
デザイナーが約20店集まる「あおぞら
市」も同時開催。作家さんとの出会い
やお買い物など、たっぷり楽しめます！

冷泉荘
これまで
の歩み

　1958年に高級アパートとして建てられるも、時代の変遷とともに老朽化、

スラム寸前のアパートだった冷泉荘。このままではと一念発起し、2006年、

東京・青山の同潤会アパートをモデルにアーティストやクリエイターが

集まる３年限定のチャレンジの場として再生。巨大流しそうめん大会や、

七夕まつり、ワインとともに音楽や演劇を楽しむ周年パーティーなどさま

ざまなイベントや交流が生まれ、建物に活気が満ち溢れていきました。

2006-2022

老朽アパートから ”ミュージアム” へ

150祝 号

　３年限定の実験的な取り組みと並行して、建物のコンクリート強度試験

などハード面の調査を実施。結果は良好で、プロジェクト継続を決定。詩の

公募展「冷泉ことば空間」、アンティーク雑貨や古道具などが各部屋に並ぶ

「古いもの市」、アジア美術トリエンナーレ第二会場など建物１棟を使った

試みを行い、古い建物のもつ魅力を実感しながら第二期へ移行します。

まち

まちに開かれ、愛される場をめざして
　2010年、築50年をこえた冷泉荘は、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開かれ、愛される建物となるよう

「リノベーションミュージアム冷泉荘」として本格始動。2011年の耐震改修

工事を経て、「持続的」で「環境的」な建物へ。文化人・芸術家など多業種の

クリエイティブな方々が集い、イベントも各部屋・レンタルスペースで年間

250日以上開催されています。

　博多どんたくの源流とされる博多松囃子・稚児流が冷泉荘にも稚児舞

を披露にいらしていただいており、第25回福岡市都市景観賞の活動部門

受賞など、冷泉荘の活動が福岡・博多に認められ、まちに開かれた建物と

なっております。ガイドブックやマップなど観光メディアにも掲載してい

ただき、「まちの文化施設」や「知のサロン」として多く

の方に親しんでいただいております。スラム化寸前の冷泉荘 巨大流しそうめん大会

第４回 福岡アジア美術トリエンナーレ2009 耐震改修工事（2011年1月～3月）

各部屋やレンタルスペースでは、下記のような様々な出来

事が日々おこっており、文化発信の拠点となっています。 文化　冷泉荘の魅力はなんといってもバラエティに富んだユニークな入居者

のみなさん。日本画作家、博多人形師、写真スタジオ、旅行会社、設計事務

所、靴作り教室、こどもアートアトリエ、色彩心理、人工知能やセンサーを活

用した製品開発、企画制作、ヨガ＆ピラティス、ペット服製作アトリエ、語学

教室、飲食店、まちづくり、コミュニティセンターなど、業種も多彩です。

　そしてイベントや観光、レンタルスペース利用などで集まるまちの方々。

古い建物がもつオープンで親しみがある雰囲気に惹かれて、年間２万人

以上の方が気軽に訪れています。年に１～２回開催のオープンアパート

イベント「れいぜん荘ピクニック」をはじめ、冷泉荘の入居者さんと親しく

なるきっかけもたくさんあります。直接だったり、管理人を通じてだったり、

お互いにつながりたいときにつながることができる

ゆるやかな場が形成されています。 ひと

ユニークで親しみある場 さまざまな“最先端”が集まる場

稚児舞 冷泉荘屋上夕涼み会

九州DIYリノベWEEK2021（オンラインイベント） れいぜん荘ピクニック（管理人とめぐるツアー）

展
示

展
示
販
売

お
ま
つ
り

音
楽

クロネコDay's BLACK CAT STREET 5
 「water」

月光亭落語会

落
語

もっと！読み方がわかる文学教室

読
書
会

和装事変 たのしイネ

屋
上
稲
作

THE GO AND MO'S 「謙造の拳」

演
劇

古代フェス2019

「アトリエに響く音」
樽木栄一郎 & zerokichi  L IVE
@アトリエ穂音

水上初佳ダンスソロ公演
「Colorful～私を作る世界～」

舞
踏
・
ダ
ン
ス

第三回筥崎千年現代音楽祭
高橋アキ ピアノリサイタル
ジョン・ケージの「ソナタとインターリュード」

現
代
音
楽

九州大学リベラルアーツ講座

大
学
公
開
講
座

福岡インディペンデント映画祭

映
画


