
会員の集い開催 : ～ 半田市、住吉文化会館にて ～

6月 27日 (土)午後 2時から、赤レ

ンガが見える住吉文化会館で、「半田

赤レンガ倶楽部会員の集い」を開催

し、約40名が参加しました。
昨年 9月 17日 に赤レンガ広場で開か

れた、まちづくリフェスティパルに

参加して以来のオープンな活動です。

会員の親睦と、これからの倶楽部の

方向性などを考える事を目的にした

活動です。長谷川会長の挨拶に始ま

り、地元である住吉区の新美区長さ
んの挨拶をいただきました。そして

馬場事務局長より、旧カプトビール

エ場をめぐるうごきと、半田赤レン

ガ倶楽部の本日までの経緯が説明さ

れ、引き続き今後の活動内容につい

てのアイディアが披露されました。

その後、現在博物館明治村の館長で
いらっしゃる飯田喜四郎先生のお話
がありまた。半田の赤 レンガについ

ては、これまで非常に熱心にその保

存に取り組んで頂いており、われわ

▲総会風景

れの倶楽部の名誉顧FElも 引き受けて頂い

ています。当日も、半田の赤レンガ建物
の秘められた特徴やすばらしい点を、わ
かりやすくご説明してくださいました。

お話をいただいた後はティーパーティと

いうかたちで、お茶とお薬子を目んで和

気鶴稿のムー ドの中で赤レンガをめぐる

様々な話題に花が咲きました。

▲飯田喜四郎先生

こんなことをやつてみたい

半田赤 レンガ倶楽部はまだ始まつた

ばかりの市民グループの会です。お

おきな目標 iま、旧カプ トビールエ場
の赤レンガ建物の魅力を最大限生か

したまちづくりですが、このとても

大きな夢を実現するには時間がかか

ります。そこで、より多くの人が楽

しく赤レンガを生かしたまちづくり
に参加できるように、様々な活動の

案を練っていますじ

赤煉瓦ネットワータに加盟
まずは、私たちのような赤レンガに
対する熱い思いを持って、赤レンガ
建物の保存やまちづくりを行つてい

る、各地の様々なグループの全国的

なネットワークである「赤煉瓦ネッ
トワーク」に加盟 しました。このネ

ットワークのメンバーには、これま
でも様々なア ドバイスをいただいた

り、昨年 9月 の倶楽都発足のときに

は、お祝いのメッセージをいただい

たり (理刊準備号を参照してくださ
い)と 、いるいるお世話になつてい

ます。今後も全国の先輩たちの経験
や、各地の情報をいただきながら、

協力して活動 していきたいと思いま

す。赤煉瓦ネットワークの機関誌の
「輪環J第 28号に、さっそく私たち

の倶楽部のことが、写真入りで紹介

されていますのでご覧ください。

またこの赤煉瓦ネットワークは年に
―度、全国大会を開いて会員が交流

する機会を設けていますが、それが 10

月 31日 (土 )、 11月 1日 (日)に大阪

で開かれます。それに関連するニュ

ースもご覧ください。

半田市民まつ りに参加 します
さて地元での活動として、9月 27日
の市民祭りに、赤 レンガ倶楽都も参
加します。詳しくは次の記事をご覧
ください。

1∞ 才の誕生パーティを開こう

今年の 10月 31日 は、旧カプトビー
ルエ場の満 1∞ 歳の誕生日です。こ

のとても大切な記念日に、何らかの

形でお祝いをしたいと思います。事
務局でも今後具体的な内容を考えま
すが、皆さんからもぜひ素敵なアイ
ディアをお寄せください。

その他、会員の集いでもご紹介しま

したが、以下のようなアイディアが

出ています。それぞれへの積極的な

参加や新 しいアイディアのご提供を

お待ちしております。
。赤レンガ探検 :半 田市内や近郊のど

こにどのような赤レンガの建物、構

造物があるかをチエックしよう。
・ レンガの勉強会 :赤 レンガに関する

様々な豆知識を勉強しよう。
・ レンガを使つたイベント:レンガの

彫刻や、オ リジナルレンガの作成な

ど、楽しいイベントをやろう。(これ

は一部市民まつりで行います)

・倶楽部のロゴ・デザイン募集 :半 田

赤レンガ侯楽部の素敵なロゴをみん

なで考えよう。
・ 赤レンガ見学会 :全国各地の赤レン

ガを見に行つて、様々な人と友達に

なろう。(まずは、赤煉瓦ネットワー

クの大会に参加してみよう)

。赤レンガ建物にまつわる思い出を集

めよう :お年寄りの話を聞いたり、

資料を集めよう。



～ 赤レンガ倶楽部ニュース ～

半田市民祭りに

参 加 しま す :

9月 27日 (日 )に開かれる半田市民
祭りに、赤レンガ倶楽部のブース
を一つ確保しました。私たちの活
動のアピールと入会の呼びかけを
行うとともに、一人でも多くの人
が赤レンガに興味を持つて頂くた
めに、愛知県赤煉瓦組合さんのご

協力を得て、自分だけのオリジナ
ルレンガが作れる煉瓦の彫刻、ど
こにも売っていない面白い形のレ
ンガの販売などを考えています。
入り日から比較的近いところに位
置する、展示と物販のテントのな
かの一日ですので、でひ皆さんお
寄りください。また、準備や当時
のお手伝いなどしていただける方
も、大募集しています。ご協力頂
ける方は、事務局まで御―報を。

北側からも2基、ナ トリウムラン
プというやや責色味を帯びた光の

ランプが、塔屋の部分と、北側の

機銃掃射の跡がある壁を照らしま
す。赤レンガの暖かみのある風合
いにあった光に照らし出されて、
夜のランドマークになっています。
自動センサーによって暗くなると
ともに点灯し、夜の 10時まで照ら

します。まだ見ていない方、ぜひ
チエックしてみてください。

助 成 金 の 申請 を しま した :

赤レンガ倶楽部はまったくの NPO。

活動の全ては市民のポランティア
です。会員になって頂いた方には、
ニュースの郵送費などとして 10∞

円をいただいておりますが、それ
だけではとても十分な活動は出来
ません。そこで、各地の歴史や自

然環境を保全する諸活

動を支援する目的で作

られた、大成建設の公

益信託の動成金に応募
しました。私たちが申

請した活動は、半田の

赤レンガをもっと広く

人々に知ってもらうた

めの看板やバンフレッ

トの作成、周辺の美化
のための花の苗、掃除

道具などに使 うための

お金で、総額 2∞ 万円

です。結果は ■ 月に

でますが、とっても倍

率の高い助成金ですの

で、当選するかどうか

申請書はそれなりに一生懸命工夫
して書きましたが、ともかく皆さ
ん「当たりますように :Jと 、お
祈りしてください。

▲助成金申請書の表紙

莉 1靱
■
莉

赤レンガにライ トアップ
スター ト !

今年の 3月 に「(仮称)赤 レンガフ

アク トリーパーク整備検討委員
会」が報告書を提出して以降、赤
レンガ建物の所有者である半田市
の方から、赤レンガ建物について

の具体的な動きは特に報 じられて
いません。市の文化財に登録する
ことや、今後の整備方針を決める
ため:=も重要な様々な調査、修復
の方法など、私たちとしてはす ぐ
にでも取り組んで欲 しいことがた

くさんあるのですが、今のところ

成果:ま出ていないようです。そん

な中で嬉しいニュースとして、赤
レンガ建物が夜の間に美 しく浮か

び上がるライ トアップの施設が整
備されました。8月 25日 からスタ
ー トしています。南側から2基、

トアップされた赤レンガ建物



赤レンガ建物おもしろ探検『第 1弾』 竹内草司 ‐

この赤レンガの建物には、耐火床
が使用されています。『耐火床って

なんでしょうか ?』

耐火床とは、簡単に言えば火災に

強い床です。煉瓦の建物つて、火

災に強いと思われがちですが、実
は弱いんです。煉瓦自体は強いの

ですが、一般的に建物になると、

壁は煉瓦で作れても、床や屋根は

木で作るしかなかつたのです。そ
のことから、床や屋根が燃え落ち

るという危険性があつたのです。

そこでこの赤レンガ建物では、火

災に強い床が提案されたのです。

(写真を参照)ま た、ビールを醸

造するには、温湿度が一定に保た

れなくてはなりません。その点か

らも必要だつたようです。しかし、

耐火床を作るには、特別な技術と、

莫大なお金が必要となるわけです。

当時の半田は、それを可能にする

経済力と、人脈を持つていたとい

えるでしょう。
この耐火床が使用されているのは、

ビールエ場以外では、赤坂離富、

日本銀行本店、半田市の近郊では

八百津の変電所などがあります。この

事から考えても、国内で誇れる建物だ

と思いませんか。

今度は皆さんとともに探検したいです。

しかし、建物って言うものは、悪いと

ころを直さないと次から次へと壊され
ていくんです。今、この赤レンガ建物
は、そんなときを迎えているんです。
みんなで赤レンガ建物おもしろ探検を
するためにも、皆さんのご声援をお願
いします。

▲写真 :耐火床 :鉄鋼の鉄梁を架け、その梁間を煉瓦アーチで埋める構法

復刻したいね !カ プトビールのポスター

雑誌サライの 8月 6日 号に、懐か

しのビールポスターが特集されて

いました。カブトビールのポスタ
ーの解説に:よ、「洋窓やアラビア

風のカーテンが、ハイカラ趣味に

通じる。女性の髪飾りは、商標に

合わせて兜の形.愛知県の醸造業

者が造っていた銘柄である。」と

なつています。
このほかにも、常滑の資料館に別
のポスターがあります。こんなレ

トロな魅力あるポスターを復刻し

たり絵葉書に出来たらいいなと考

えています。その他のポスターや、

カブトビールのラベル、グッズな

ど、どこかにあったらお知らせく

ださい。

▲半田麦酒ラベル



事務局開設のお知らせ

半田赤レンガ倶楽部には、現在約 140名 の方々
が会員になっていただいています。今後活動を
本格的にしていくために、事務局を作りました
ので、ご報告します。肩書きはちょっと堅苦し
いですが、事務局会議はいつもわいわいがやが
や、時に (いつも?)飲みながらのオープンな
ものです。気軽にお立ちより下さい。

名 誉 顧 問 :飯田暮四郎先生
会   長 :長谷川寛子

副 会 長 :石川延子

監   事 :丸山優 J佐々木葉

事 務 局 長 :馬場信雄

事務局次長 :荒川寛・榊原純夫・永田創―

総   務 :金原政憲・川口由倫・出口久浩
財   務 :宮原―明・榊原春男
広   報 :木野昇・大岩逸・佐々木葉
企   画 :高橋昭彦・平岡和廣

研   修 :竹内尊司・山本正則

半田赤レンガ倶楽部の目的

私たち「半田赤レンガ倶楽都」は、半田の産業
史のシンボルであり、まちの歴史的ランドマー

クでもある旧カブトビールエ場の赤レンガ建物
を保存・活用して、魅力的なまちづくりを進め

るために活動する市民グループとして、1997

年 9月 に発足しました。煉瓦という魅力的な素
材を切り口に、まちの建物や歴史、産業という
暮らしなどに興味を持つて、様々な人と交流し

ながら楽しくまちづくりを進めていこうと考え
ています。

皆さんの参加をお待ちしています。

御協力お願いします
私たち倶楽都も加盟した、全国の赤レンガネットワークか

ら、活動協力のお願いがきています。
ロテ レホンカー ドの寄附
活動資金を得るために、未使用のテレホンカー ドを全国大

会で販売するそうです。机の引き出しに眠つている未使用
のカー ドがありましたらご提供ください。図柄は何でも OK

です。直接事務局にお送りくださるか、半田市民まつりの

会場に御持参ください。

・ロゴ入リキヤップの販売
赤レンガネットワークのオリジナルオリジナルデザインキ
ヤップを販売するそうです。生地はデニムで、紺色に煉瓦
色の刺縮しやれたデザイン。フリーサイズで 1コ 20∞ 円程
度の予定です。購入していただける方はお知らせください。
ちなみに当倶楽部の事務局は、すでに購入予約をしました :

基 本 計 画

実施設計者
施   エ

規   模

建 築 面 積

延 床 面 積

1943年 (昭和 18年 )

1944年 (昭和 19年 )

1945年 (昭和 20年 )

1948年 (昭和 23年 )

1994年 (平成 6年 )

1996年 (平成 8年 )

ピール製造中止

中島飛行機製作所の資材倉庫になる

空襲をうける

日本食品化工 (株)の工場となる

工場生産中止

半田市による建物と土地の買収

敷地面積 :3,3,78698ポ (約 1万坪)

現建築面積 :2,82668ぽ
現延床面積 :5,456.26ポ

半田赤レンガ倶楽部 発足

旧カプトビールエ場のデータ
1898年 (明治 31年 )10月 31日

ゲルマニア機械製作所

妻木頼黄 (つまきよりなか〕
清水組

地二 5階建 (高さ約 13m)

創建時…1,92044ぷ (増築後 3,48058ぷ )

創建時…4,066.55ぶ (増築後 6198298ポ )

1997年 (平成 9年 )

会長の二言
歴史を今に伝える赤レンガの建物を愛じ、我がまち半田を愛する方々、どうか私たちの倶楽部に
入会して、ともに魅力ある個性豊かなまちづくりを目指しましょう:会員目標は 2,000人 !!
どうぞよるしくお願いいたします。

会長 長谷川 寛子

編集後記
創刊準備号を出したのが去年 11月 。その後もはやく会報を出さねば…と思いつつ、
なかなか進まずにいて、他からは “あの倶楽部はどうなってんのか " と思われて
いるのではないかとオロオロ…。でも、今年の春が過ぎてから事務局らしきものが

出来上がり、会員の集いや赤レンガネットワークヘの加盟やらと、本ニュースでお
知らせしましたような活動が次々と動き始めました。それをお伝えするニュースを
ようやく皆さんにお届けすることができるようになり、広報担当もほっと胸をなで
下ろしています。夏休みに、これまで使つたことのないワープロの機能を駆使して
編集しました。(実際に駆使してくれたのは、学生の中道昌平君で、私は口を出すだ
けだったけど…6)

情報や写真を提供して下さつた方々、中進君、どうもありがとうございました。今
後は、皆さんからの投稿やニュースをどんどん載せたいと思います。御協力よろし
ぐお願いします。
■                    (広 報担当 :水野、大岩、佐々木)
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