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■ NEWS 01 

兜とカブトの端午の節句 in赤レンガ 

第 8回特別公開を端午の節句に開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤レンガ建物の常時公開を目指し様々な課題が山積している中、

「できることから行っていきましょう」と理事会と倶楽部員によ

る意見交換を行い、亀崎潮干まつり期間でもある、ゴールデンウ

ィークの 5月 3～5日の 3日間に第 8回特別公開を開催しました。

これにより今後、2ヶ月毎（3月、5月、7月、9月、12月）に赤

レンガ建物の一般公開とともに様々な企画ができることになりま

した。 

さて、第 8 回特別公開のメインテーマは、明治建築界の三巨頭

のひとりであり、半田赤レンガ建物の設計者である「妻木頼黄」、

サブテーマは「兜とカブトの端午の節句 in赤レンガ」となりまし

た。 

■2008 年  

 7/27（日）  総会（赤レンガ建物）  

 9/ 6（土）  一般公開準備  

（草刈、全体説明会）（赤レンガ建物）  

 9/21 27 28、10/4 5 11 12 13  

童話の村秋まつり一般公開（赤レンガ建物）  

    20（土）JR ウォーキング   23（祝）名鉄ハイキング  

 9/21（日）  JR トンネルシンポジウム（春日井市）  

（永田副理事長がパネラーとして参加）  

10/11（土）  半田市と打合会（赤レンガ建物）  

（イルミネーション）  

10/25（土）  第 3 回近代建築先進事例見学会  

（名古屋市内）  

11/ 9（日）  110 歳の誕生日会（赤レンガ建物）  

11/15（土）  イルミネーション準備（赤レンガ建物）  

11/22（土）～12/25（木）  第 1 回イルミネーション  

「半田赤レンガ建物  Shooting Star Nights」  

11/29（土）  赤煉瓦ネットワーク全国大会  

（東京・丸の内）  

12/12（金）  イルミネーション点灯式（赤レンガ建物）  

 

■2009 年  

 1/25（日）  新春合宿・新年会（成岩公民館）27 名  

 2/21（土）  花ふところもち作り（商工会議所）  

イルミネーション撤去、雛まつり準備、  

全体打ち合わせ会（赤レンガ建物）  

 2/26（木）  雛まつり準備（赤レンガ建物）  

 2/27（金）  NHK の「ほっとイブニング」で生中継  

（赤レンガ建物）  

 2/28（土）3/1（日）  蔵のまち雛まつり一般公開  

（赤レンガ建物）  

 4/19（日）  特別公開全体会（赤レンガ建物）  

 4/26（日）  特別公開準備（赤レンガ建物）  

 5/3（日）～5（祝）  第 8 回特別公開（赤レンガ建物）  

6/ 2（月）  NHK「ほっとイブニング」撮影対応  

特集「夢をつむぐ」（赤レンガ建物）  

 6/ 4（木）  NHK「ほっとイブニング」で放映  

 6/13（土）  NHK スペシャル・終戦ドラマ  

「気骨の判決」（仮）ロケ撮影  

7/12（日）  カブトビールフェスティバル準備  

（赤レンガ建物）  

 

理事会  

①8/2 （土 ）  ②8/23 （金 ）  ③9/6 （月 ）  ④10/6 （日 ）  

⑤10/26（日）  ⑥12/6（土）  ⑦12/14（日）  

⑧12/18（日）  ⑨1/18（日）  ⑩1/31（土）  

⑪2/28（日）  ⑫3/5（木）  ⑬3/12（木）  ⑭3/22（日）  

⑮4/12（日）  ⑯5/10（日）  ⑰5/13（土）  ⑱6/28（日）  
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「妻木頼黄コーナー」では、企画課の手で生い立ちから建築作品集までわかりやすく展示され、倶楽部員が各地で撮影し

てきた現存建物の写真がプロジェクターで投影されました。また、今回の展示の目玉で、招鶴亭文庫から赤レンガ建物の「棟

札」と、「昭和初期の半田の鳥瞰図」を拡大したものをお借りして展示しま

したが、特に鳥瞰図は非常に迫力があり、見学者は足を止め知多半島の歴

史、明治の半田に建設されたこの建物の大きさを想像していました。 

公開初日は、「段ボール鎧かぶと」の試着コーナーがつくられましたが、

東浦町商工会「手づくりよろいの会」の皆さんの手作り段ボール鎧かぶと

はダンボール製であることがわらないほど精巧に出来ており、親子で試着

して本物の兜鎧の前で写真撮影していました。また記念の缶バッジづくり

も人気がありサークルフラシュクラブの方にお手伝いいただきました。

（ありがとうございました） 

「ミニ兜とカブトビールセット」は、前日に NHK で放映されたこともあ

り限定 20セットが開場即完売となりました。来年も是非行っていただきた

いと最終日まで大勢の方から問合せいただきました。その他、昔なつかし

い「新聞紙で折るカブト」も人気があり、建物案内のお手伝いいただきま

した淑徳大の学生たちは、子供達に優しく教えていました。 

恒例となったドイツパンの販売コーナーでは、珍しいドイツパンが店頭

販売され、お昼時には南側のレンガ広場で腰掛けて、冷えたカブトビール

と一緒に美味しく味わっていました。ドイツではこのような昼食スタイル

が一般的であり、新たなライフスタイルが半田市から生まれるかもしれな

いですね。 

最終日はあいにくの雨降りでしたが、日本建築学会主催による「親と子

の都市と建築講座」が開かれました。専門の先生によるわかりやすい煉瓦

構造の話があり、子供達も熱心に聞きいっていました。また、モザイクタ

イルのコースター作りのコーナーでは、世界に一つしかない作品を作って

いました。こちらは大勢のお客さんで賑わい、きっとよい思い出になった

ことでしょう。 

最後に、3 日間の来場者は半田市内のリピーターの方、市外、県外から

のお客様総数 3,800名がご来場していただきました。お手伝いいただきま

したボランティアの方、各団体の方、スタッフの方々のご協力により無事

に終了することができ感謝申し上げます。 

 今後理事会では赤レンガ建物にくれば「何かおもしろいことがあるよ！」、「ここでしか味わえないものがある」、「ここ

でしか楽しめないものがある」というようなイベントを企画していきたい

と思っています。倶楽部員の皆様にアイデア、ご意見をいただくとともに、

将来の赤レンガ建物をシンボル的な構造物だけではなく、市民、一般観光

客にも自由に利用できる「ものづくりテーマゾーン」になることを願って

います。 （小林） 

■ NEWS 02 

帰ってきたぞ！成岩公民館！ 

昨年は、真新しいクラシティ３階のミーティングルームで『新春合宿』をやってしまったが、今年は帰ってきたぞ！成岩

公民館！古い街の歴史的ランドマークを大切にするのが、赤煉瓦倶楽部半田なのだ。不思議なことにきれいなクラシティで

は味わえないなんともいえぬ落ち着き？癒し？安堵感？が成岩公民館にはあるのだ。まさに赤レンガ建物の存在価値を無言

で教える成岩公民館。そんな感激に浸りすぎたため、『新春合宿』の中身はあまり記憶にありません。間違いなく熱心な議論

が繰り返されていたのですが、２次会ですぐ近くの大番に立ち寄ったことしか思い出せません。まぁこんなもんだ！『新春

合宿』 （堀嵜） 

 

 

 

 

 

 

 

妻木作品「日本勧業銀行」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段ボールかぶとの試着・右端は本物 

 

 

 

 

 

 

 

 

モザイクタイルづくり 
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■ NEWS 03 

 蔵のまち雛まつり 

2月 28日（土）、3月 1日（日）と半田市の蔵のまち雛まつりと連動して、

赤レンガでも一般公開を行いました。初日1,800人、2日目1,300人と計3,100

人のお客様を迎え入れ、盛況で終了しました。 

新たに会員に加わって下さった石原さんによる、今回の目玉「ドイツパン

コーナー」が大盛況で、お子様からご年配の方々まで、試食をして下さった

お客様が、「美味しい、美味しいと」笑顔で購入して下さった姿が印象的でし

た。赤レンガ建物の新たな名物が生まれた瞬間でもありました。また、喫茶

コーナーでは、昨年からご好評頂いています、黒酢のドリンクをホットで提

供したところ、思っていたより、好評頂き、2日間で、95杯も販売できまし

た。 

これからも、赤レンガと半田の文化に基づいた商品を開発し、多くのお客

様にご来場頂き、建物の魅力を感じて頂ける様に、頑張って行きたいと思い

ます。今回も、ボランティアの皆様、学生さん多くの方々の力で成功したと思います。皆で心を一つにして、赤煉瓦倶楽部

を盛り上げて行きましょう！ （新海） 

■ NEWS 04 

   赤レンガ建物でテレビドラマの撮影！ 

 

旅番組などでよく取り上げられている赤レンガ建物ですが、6月13日（土）、

初めてテレビドラマの撮影がされました。 

タイトルは NHKスペシャル・終戦ドラマ「気骨の判決」（仮）、舞台は太平

洋戦争下、昭和 17年の日本、東條英樹が敢行した衆議院解散総選挙により、

聖戦遂行の美名の下、権力側による露骨な選挙妨害が行われ、国民の「投票

の自由」は奪われた。その後「選挙無効」の訴訟が各地で起こったが、「翼賛

体制」の中で訴えはことごとく退けられた。そんな中、政府の圧力に屈せず、

死を賭して唯一の「選挙無効判決」を下し、国民の権利、司法の独立を守っ

た裁判官・吉田久がいた・・・ 

赤レンガ建物では大審院の表の一角で主

人公らが防空壕を掘っているシーンの撮影

でした。当日は俳優さん、半田で募集され

たエキストラさん、たくさんの撮影スタッフ・機材が集まり、少々蒸し暑い中で白熱し

た撮影がされました。半田で募集されたエキストラ約 15名には、倶楽部員も「多数」応

募し、うち 6名がテレビドラマにデビューを果たすことになりました。なお「30代後半

～60代の男性」で、「あまり恰幅がよくないこと」という条件の後半部分に引っかかり、

残念ながら出られなかった倶楽部員が多数あったことを申し添えておきます。 

ご存じの通り、横浜の赤レンガ倉庫では様々な撮影がされていますし、博物館明治村

では年間 5～6本、北九州の門司ファクトリーパークでは、2009年の大ヒット映画「K-20 

怪人二十面相・伝」の撮影がされています。ほとんど手を加えられていない半田の赤レ

ンガも、雰囲気のよいロケーションではないでしょうか。今後の展開が期待されます。 

放送予定は、平成 21年 8月 16日（日）21時 ／ ＮＨＫ総合／デジタル総合にて、乞

う、ご期待！ （山口） 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  

■赤煉瓦倶楽部半田 今後の予定 

□  8 月 23 日（日）  「浴衣 de 紺屋海道」  （手伝い）  

 

□  9 月 19 日（土）、20 日（日）、23 日（祝）、26 日（土）、   

27 日（日）  

秋の赤レンガ建物一般公開  「童話の村秋まつり」  

 

□  11 月 21 日（土）～平成 22 年 2 月 20 日（土）  

赤レンガ建物イルミネーション「半田市内イルミネーショ  

ン事業」  

 

□  平成 22 年 2 月 27 日（土）・28 日（日）  

春の赤レンガ建物一般公開  「蔵のまち雛まつり」  

 

□  平成 22 年 5 月 3 日（祝）・4 日（祝）  

赤レンガ建物特別公開  「兜とカブトの端午の節句 in 赤レ  

ンガ」  

 

 

■赤レンガ建物修復基金報告 

ご存じの方も多いと思いますが、倶楽

部には「赤レンガ建物修復基金」があり

ます。赤レンガ建物の修復並びに活用の

ための資金の一部とするため、カブトビ

ール販売による企画料及び当目的に賛同いただき寄付していただいた分が当基

金に入ります。今年度は、基金の一部をイルミネーション事業に活用させてい

ただき、魅力的な景観を作ることができました。皆さんがカブトビールを飲め

ば飲むほど赤レンガ建物が良くなりますので、どうぞ末永く明治の味、明治の

息吹をお楽しみいただきますようお願いいたします。 

＊＊基金の口座＊＊ 

知多信用金庫 本店営業部 

普通預金 店番 021 口座番号 0497825 アカレンガクラブハンダ 

 

＊＊平成 21年 6月 30日現在の基金積立金＊＊ 

基金積立額 647,584円 

 

 

■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］  

・  貴重な旧カブトビール赤

レンガ建物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  
 

今年も一年が過ぎました。「ここで

作られたのはカブトビールだから、

端午の節句がぴったりだよね！と

いうことで、今年から、特別公開を

1 ヶ月早めて「兜とカブトの端午の

節句 in 赤レンガ」と銘打ち、開催

することにしました。東浦の精巧な

段ボールカブトは大好評！様々な

ご縁で建物の新しい魅力をお伝え

したいと思います。大きいことから

小さいことまで、様々な情報、大募

集中です！（Y）  

前期末残高 

 当期カブトビール 

企画料 

 

一般募金 

 
イルミ 

ネーション 

事業へ支出 ＋ （びん 12,136本 

  サーバー199L） 
＋ ― 

602,117 円  536,303 円  9,164 円  500,000 円 


