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■ NEWS 01 

～ 物特別公開 10周年記念 ～ 

よみがえれ 明治の扉  

カブトビールフェスティバル 

 

今から 10年前の 2002年、初めて赤レンガ建物を一般に

公開した「第 1回特別公開」から、今回で 10回目の特別公

開を迎えることができました。特別公開は、毎年赤レンガ

建物の魅力や歴史を創り上げてきた人物、品物などのテー

マを設定し皆様にお伝えする特別な公開ですが、今年は、

10 周年記念特別事業としてハーフティンバー東側部分の

「扉」と、今では珍しくなったバランス錘(おもり)付木製

上下開閉「窓」を創建当時に近い形で復元して公開しまし

た。 

また、暑さを吹き飛ばす「生カブトビールフェスティバ

ル」も同時開催！「暑い時期にキーンと冷たいカブトビー

ル」計画は、残念ながら天候に恵まれませんでしたが、新

装公開の記念式典を開催し、恒例の女子大生や市の女性職

員さんの浴衣に赤たすき・赤前掛けのおもてなしに加え、

南吉記念館からはごんきちくんが会場に駆けつけ、会場は

祭りムード満載の楽しい空間となり、ハーフティンバー部

分に自然光が差し込む、今までと全く趣きの違う建物内部

を堪能していただくことができました。これまでの来場者

数がのべ 15万人を超えましたのも、たくさんの方や企業な

ど た く さ ん の 方 の ご 協 力 を 賜 っ て い る お か

げで、大変感謝しております。また、愛知淑徳大学の河辺

ゼミには、第 1回公開以来毎年建物ナビゲートをしていた

だいておりますが、本格活用に向けての PRはまだまだ必要

と感じております。 

これからも、お客様に、毎年楽しみにしていただけるよ

うな、素敵な企画にしていきたいですね。      （新

海記） 
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パネルディスカッション 
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■ NEWS 02 

第 20回全国大会（横浜大会） 

 

平成 23年 11月 5日、赤煉瓦ネットワーク第 20回の記念

大会が横浜で開催されました。 

赤煉瓦倶楽部半田からは、名畑顧問と小林の 2名が参加

しました。横浜と言えば、中華街とみなと観光の街。横浜

駅地下街の「横浜崎陽軒本店」で、昼食に紹興酒 2本開け、

会場に直行。会場広場では、「全国ふるさとフェアー2011」

（全国観光物産展）が開催されており、5 万人ほどの観光

客でごったがえしていました。（さすが横浜！会場にかけ

る設営費とスケールの大きさは桁はずれでした。） 

大会は、赤煉瓦第二倉庫 3階の煉瓦ホールで開催され、

パネルディスカッションが行なわれました。内藤氏の司会

で順調に進行し、最後は、横浜での最近の各イベント紹介

が行なわれました。 

大会に参加された一般の方より半田赤レンガ建物保存運

動の質問があり、内藤氏より建物の保存までのいきさつを

ご説明していただきました。日本食品化工（株）の事情に

より、半田赤レンガ建物が用地整地転売計画されるなか、

緊急保存を訴える半田赤煉瓦クラブが立ちあがった。これ

が、赤煉瓦倶楽部半田の第一歩です。 

当時のことを想像しながら、全国大会の第一部が終了し

ました。 

 

第二部は、懇親会。 やはりこれが一番楽しい！江別の

石垣さんより、2012年の半田山車まつりは、夫婦で見に行

きますよ！の声をちょうだいしました。門司の竹中さん、

舞鶴の馬場さん、敦賀、下関の皆さんとたのしいひととき

を過ごし来年の再会を誓い合いました。全国大会に参加す

るとどんどん仲間が増えてきます。 

さて、来年は、敦賀大会。半田の日本酒楽しみにしてい

ますよとラブコール。焼きサバとふぐ、松葉蟹（越前ガニ）

が有名。もうお腹が鳴っています。 

最後に内藤氏より「半田大会の立候補はまだですか？」

と質問がありましたが、この大会に出席する前に理事長よ

り勢い余って半田大会の立候補をするのは、とどまってく

ださい、もう少し準備時間が必要です、ということでした

ので、半田大会は、ツブヤキ程度にとどめておきました。

皆さんをお迎えする準備ができたら、いい思い出ができる

よう精一杯のおもてなしをしたいと思っています。 

（小林記） 
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■ NEWS 03 

半田赤レンガ建物 イルミネーション 

今年で４年目となった今年の半田赤レンガ建物のイル

ミネーション。テーマは「ハーフティンバー物語」。これは、

ハーフティンバーが創建当時のように復元されたことを記

念し、シンボルツリーや５階からのイルミネーションに加

え、ハーフティンバー棟の東側窓から建物内をのぞき込ん

で楽しんでもらおうと４つの物語が展開されていました。

例年であれば 2月の雛まつり直前まで実施しますが、今年

は節電世相にも合わせて 12月下旬に早めに終了しました。

撤去作業は、日程を優先して敷地整備をしている業者に協

力していただきましたが、ワイワイガヤガヤとおしゃべり

しながら倶楽部員で撤去作業をすることも大切なのではな

いかとの意見もあり、今後の活動への貴重な経験になりま

した。       （堀嵜記） 

 

 

■ NEWS 05 

平成 22年度総会と交流会 

次なるステップへつなげる 

昨年の日本は、東日本大震災という衝撃的な災害が発

生し、我が赤瓦倶楽部半田は、第 10回特別公開を延期して

チャリティー公開を開催し、来場された 6,800人の方々に

カブトビールをはじめとする物販での義援金拠出や積極的

な募金活動を行いました。 

 総会では、そのチャリティー公開、蔵のまちひな祭り･

赤煉瓦ネットワーク北海道大会・イルミネーション点灯他

の事業報告や収支決算が報告され、続いて次のステップへ

つながる事業計画案及び予算案が無事原案通り可決されま

した。 

 その後の交流会では、ハーフティンバー壁面窓及び扉設

置等の工事中の様子を眺めながら 参加者全員でカブトビ

ールを囲んで、赤レンガ建物の次へのステップ構想に大い

に盛り上がりました。        （平岡記） 

 

 

■ NEWS  04 

童話の村秋まつり 

今年も 9月 17日～10月 2日の開催の「童話の村秋まつ

り」と連携しまして、赤レンガ建物を 9 月 23 日～9 月 25

日と 10月 1日～10月 2日の 5日間のロング公開いたしま

した。季節も手伝ってでしょうか、大変多くの方にご来場

いただきまして、各コーナーとも何時になく大盛況となり

ました。矢勝川の彼岸花の見頃にやや早かったようですが、

名鉄・JRのウォーキングを利用したお客様も大勢お越しい

ただきました。 

念願でありましたハーフティンバー東側が開放されたこ

とによって、明るい日差しが心地よく差込み、まるでお洒

落なカフェのような雰囲気の中、素敵な時間を過ごせての

ではないでしょうか。次回の公開日もどうぞお楽しみ

に・・・・ 

（左右木記） 

 

 

 

新装なった赤レンガ建物 
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□□  

■2012年事業計画（理事会案） 

※ 正式には新春合宿で決定します 

 

① 2/25（土）26（日）3/3（土）4（日） 

   蔵のまち雛まつり 

 

② 4/22（日） 

   定時総会、交流会 

 ※4月～3月に事業年度を変更 

 

③ 5/ 3（木）～ 4（金） 

   第 11回特別公開 

  ※5/3名鉄ウォーキング 

5/4JRウォーキング 

 

④ 7/ 7（土）～ 8（日） 

   蔵のまち七夕まつり 

 

⑤ 7/28 (土) ～29（日） 

   カブトビールフェスティバル 

 

⑥ 9/22（土）23（日）29（土）30（日） 

   童話の村秋まつり一般公開 

 

⑦ 10/6（土）～7（日） 

   第 7回はんだ山車祭り 

一般公開 

 

⑧ 11/下旬～12/末 

   イルミネーション 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 赤煉瓦倶楽部半田規約（抄） 

 
［会の名称］ 

赤煉瓦倶楽部・半田  

 

［目  的］ 

・貴重な赤レンガ建物（旧カブトビール

工場）及び明治の旺盛な起業家精神を後

世に引き継ぐこと 

・山車、蔵と並ぶ半田のシンボルとして、

赤レンガ建物を生かした街づくりを調

査・研究すること 

・赤レンガ建物に関係するネットワーク

と連携し、赤レンガ建物を生かした街づ

くりを支援すること 

・その他本会の目的を達するために必要

な活動 

   

［会  費］ 

（１）入会金 1,000円 

（２）年会費 

①個人会員 1,000円 

②法人・団体会員 10,000円 

      （団体は10名以上） 

③ボランティア会員 無料 

 

［活動年度］ 

・毎年7月1日～翌年6月30日 

・総会は、毎年1回開催する 

 

［運  営］ 

・当会の運営は理事会で行う。運営にあ

たり次の役員を置く。 

(1) 理事 ５人以上 

(2) 監事 ２人以上 

理事のうち、一人を理事長、２人を副理

事長とする。 

■ 編集後記 

 
第 10 回特別公開が終了しました。第

1 回公開の時のフレッシュな気持ちと、

これまで培った様々な経験とご縁を活か

して今後の活動を進めたいですね。 

 

 
 

（広告募集） 
当倶楽部のホームページや機関紙に広告

を掲載していただける企業や団体を募集

しています。 

1枠 年間5,000円 

集まったお金はホームページの管理費や

機関紙の発行費用に充てます。 

 


