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2004年 

7/25(日) 総会(赤レンガ建物) 

7/26(月) 煉瓦とまちづくり研究会(赤煉瓦工業協同組

合)[参加] 

8/8(日) 浴衣 de紺屋海道(紺屋海道)[参加] 

8/10(火) 内閣官房都市再生本部来訪 (赤レンガ建

物)[応対] 

819(木) NPO法人説明会(半田市役所)[参加] 

9/4(土) 定例会(赤レンガ建物) 

9/2(木) 半田蔵のまち協議会(半田商工会議所)[参加] 

9/10(金) 半田農業高校生が草刈(赤レンガ建物) 

9/19(土) 草刈り（赤レンガ建物） 

9/20(祝) 煉瓦とまちづくり研究会見学会(鍋屋上野浄

水場、中京倉庫、花表東公園)[参加] 

9/25(土) JRハイキング(赤レンガ建物)[協力] 

9/25(土) 定例会(赤レンガ建物) 

10/8(金) 都市再生プロジェクトチーム来訪(赤レンガ

建物)[応対] 

10/8(金) もみじキャラバン(構造改革特区説明会)(愛

知県庁)[出席] 

10/15(金) 間税会来訪(赤レンガ建物)[協力] 

10/16(土)～18(月)赤レンガネットワーク 2004 江別大会

(江別市公会堂)、見学会(札幌市内)、自主見

学会(小樽)[参加] 

10/19(火) 敦賀市議会来訪(赤レンガ建物)[応対] 

10/21(木) 名古屋日独協会例会[参加] 

10/23(土) 名古屋都市センター地域交流会来訪(赤レン

ガ建物)[応対] 

10/28(木) 名古屋日独協会来訪(赤レンガ建物)[応対] 

10/31(日) 復刻カブトビール第 1 回試飲会(赤レンガ建

物) 

11/6(土) 定例会(赤レンガ建物) 

12/4(土) 定例会(赤レンガ建物) 

 

事務局会議 6回（8/27, 9/4, 9/12, 10/29, 11/24, 11/28） 

 

2005年 

1/23(日) 新春合宿(成岩公民館) 

1/26(水) 常滑ワークショップ[参加] 

2/3(木) 第 2回試飲会(赤レンガ建物) 

2/26(土)～27(日)蔵のまち雛祭り赤レンガ建物会場(赤レ

ンガ建物) 

3/5(土) 定例会(ステーションホテル) 

3/21(月) 煉瓦とまちづくり研究会(赤煉瓦工業協同組

合)[参加] 

4/2(土) 定例会(ステーションホテル) 

5/7(土)～8(日)赤レンガロード作成(赤レンガ建物) 

5/7(土) 定例会(赤レンガ建物) 

5/28(土) 草刈り(赤レンガ建物) 

6/4(土)～5(日)第 4回特別公開(赤レンガ建物) 

6/19(日) 第 4回特別公開反省会(成岩公民館) 

7/3(日) 定例会(赤レンガ建物) 

7/9(土) 産業観光国際フォーラム・国際産業遺産保存

委員会来訪(赤レンガ建物)[応対] 

 

事務局会議 11回(1/21, 1/29, 2/12, 3/5, 

4/3, 4/16, 7/3, 7/5, 7/9, 7/14, 7/17) 

 
 

 

 

 

 

 
■ＮＥＷＳ ＩＮＤＥＸ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

■  復刻カブトビール大好評 ! !  
第４回特別公開  6 月 4・5 日開催  

■  「江別から半田へ！」  
赤レンガネットワーク 2004 江別大会参加報告  

■  目覚めよ！赤レンガ  赤レンガロード完成！  
■  幻想的な空間へ  第 2 回蔵のまち雛祭り  
■  2005 年  恒例の新春合宿  
■  －特集－  カブトビール  復刻までのドラマ  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

■ ＮＥＷＳ 01 

復刻カブトビール大好評！！ 
第４ 回特別公開 ６ 月４ ・ ５ 日開催 

 
平成 17年 6月 4日朝 8時、眠い目をこすりながら赤レンガに到着、 

ンッ！赤レンガの入り口にもう人がいる、未だ開場 2 時間前なの

に･･･。これが「カブトビール復刻」のフィーバーの序章でした。 

◆今回の特別公開の目玉は「カブトビール」、昨年 1 月に復刻を決

定してから１年半、文献を漁り、長老に当時の味を拝聴し、製造

をお願いするところを探して、２回の試飲会でその味を確かめ、

ちょっぴり「売れなかったらどうしよう･･･」との不安を抱きなが

ら今日を迎えました。復刻の本数は、創業時にカブトビールを初

出荷した数と同じ 3,000 本、ラベルも当時のものを復刻、味は苦

さの中に甘さとこくがある濃厚なドイツビールで価格は１本 500

円、特製素焼きグラス付のサーバー販売もしました。 

◆初日に開場前から並んでくれた人は 300 名を超え、10 時の開場

を待たずに整理券配布を開始しましたがアッと言う間に全て完売、

2 日目はそれ以上の人気で、遠くから来て買えなかった人には申

し訳なく、9 月の全国大会での整理券をお渡しすることとなりま

した。サーバーでの販売も好調で、その場で飲んでいただいた方

からは「すごくおいしい！！」との評価、一日で 10 杯以上を飲み

干した方もいました。そして、今回の特別公開に参加していただいた日独協会のドイツ人からも「日本の中で一番

ドイツのビールらしい」との言葉を頂戴し、関係者の苦労が報われた 2 日間でした。 

◆今回で 4 回目を迎えたこの特別公開でしたが、「愛・地球博」と銘打った愛知万博の関連事業である「目覚めよ！

赤レンガ事業」の一環として半田市様と共催で展開、赤レンガの写真をアートとして展示したり、赤レンガの資料

とパネルも充実しました。愛知万博にちなみ、カブトビールが出展して金賞を受賞した 1900 年のパリ万博の資料も

展示しました。 
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◆日独協会のドイツコーナーではドイツの PR 資料のほかに、カブトビールの製造技術の元とな

ったゲルマニア社関連資料等が展示されました。カブトビール創業の立役者であった盛田善平

氏ゆかりのシキシマパンの販売も行われ 2 日とも完売という盛況振りでした。 

◆グッズ販売では、特にカブトビール公認グッズを充実、Ｔシャツ・バンダナ･ピンバッジにカ

ブトビールグラスなど好評を博し、人気商品は完売となりました。 

◆赤レンガを取り巻くネットワークの輪も拡がり、赤煉瓦倶楽部半田と一緒に、観光ボランテ

ィアの皆さん総勢 20 名以上の方々が赤レンガ建物の案内をしていただきました。紺屋海道研究

会の皆さん共育ネットの皆さん、半田市ボランティア連絡協議会の皆さんや郵便局の皆さんな

ど沢山の方々が、ビールのおつまみから知多や半田の物産品や記念グッズなどを、一生懸命声

を枯らして販売してくれました。半田市の職員の皆さんも準備に会場整理にと大活躍でした。 

おかげさまで、6 月 4・5 両日で 8,700 名もの来場者の皆さんをお迎えすることが出来、関係者一同大変満足する 2

日間となり、又、9 月の全国大会に向けて大きな励みとなりました。この場をお借りして、特別公開を支えていた

だいた方々に厚くお礼を申し上げます。最後に、乙川中の長沼君ありがとう、全国大会にも来てくれよな！！       

（宮原記） 

 

追記）今回の復刻カブト

ビールをゆかりの中埜又

左エ門和英氏に謹呈いた

しましたところ丁寧なお

礼状を頂戴いたしました。 

 

 

■ ＮＷＥＳ 02 

 「江別から半田へ！」 

赤煉瓦ネットワーク 2004 江別大会 参加報告 

 

2005 年の赤煉瓦ネットワーク半田大会開催に向けて大会横断幕を引き継ぐため

に、会長以下 9名が 10月 16日から 18日の 3日間、北海道の江別に行ってきました。 

◆千歳空港から札幌への車窓は、すっきりと晴れ渡った北海道の青い空。そのうき

うきした気分に突然次から次へとなぎ倒された木々が現れてきて、およそ一ヶ月前

に北海道付近を通過した台風 18 号による予想以上の被害を目の当たりにしました。 

◆到着当日 16 日は大会 1 日目で、宇宙飛行士毛利さんの「宇宙からみた赤レンガ」

というスケールの大きな特別講演、江別倶楽部の活動報告。懇親会は結婚披露宴と

見紛うようなコース料理と北海道副知事をはじめとするご来賓の挨拶に引き続き、

参加者全員が赤レンガとの関わりを語りついでいった後、我が半田倶楽部が第 15

回全国大会の誘致を宣言して、無事、横断幕の引継ぎセレモニーを終えました。 

◆翌 17 日は、札幌の歴史的建物の見学会。「日本れんが紀行」という本も出版されている喜田信代さんの素敵な案

内で①札幌聖ミカエル教会（特徴のある外観と、レンガ壁が美しい礼拝堂はこじんまりしているだけにとても印象

的）②ビール園（ビール博物館は工事中で残念ながらパス）③旧北海道本庁舎（建築上の説明もうわの空で重厚で

大規模な美しい外観に感動）④さっぽろファクトリー（商品搬入通路や裏通路、建物の外構部分に残るレンガ壁は、

建物内の小奇麗なビアホールや土産物販売店以上に魅力的で歴史を感じさせる）⑤点在するりんご倉庫（小粒なが

らきらりと光るレンガ造の小屋の数々）を見学し、15 時過ぎに半田での再会を期しながら解散、江別大会の全日程

を終了しました。 

◆大会終了後、我々半田のメンバーは人気の小樽運河周辺の街づくりを学ぶべく一路小樽へ移動、夜は老舗のそば

屋・藪半にて、そのご主人で小樽の街づくりの仕掛け人である小川原さんから、苦労話や現在の問題点など、半田

の街づくりにも参考になる貴重なお話をじっくりと拝聴しました。そして、最終日の 18 日には小樽観光ガイドクラ

ブの会長である倉重さん自らの案内で小樽の観光。かなり脚を使った行程でしたが、それも肴にしながら和気藹々

と、一味ちがった印象深いものでした。 

◆このような短時間の駆足垣間見の旅行でしたが、北海道の歴史遺産には圧倒されました。又、この度の密度の濃

い見学はガイドして頂いた方々の、街を知り尽くし、訪問者の意を汲み取った案内に拠るところが大きかったと感

じ入った次第です。翌年の半田大会でも、全国から半田のまちに集まっていただく皆様に、同じような感動を持っ

て帰っていただけるように努力しなければと強く感じた旅でした。江別の皆様をはじめ、お世話になった方々に心

からのお礼を申し上げます。 （桑田記） 
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■ＮＥＷＳ 03 

目覚めよ！赤レンガ 赤レンガロード完成！！ 

 

「目覚めよ！赤レンガ事業」の一環で、5 月 7 日、8 日に半田

赤レンガ建物で赤レンガロードを作りました。◆当日は、近く

に住む小中学生とご両親約 600 人が、レンガに名前や絵・願い

事などをかいて、裏返して敷いていきました。さわやかな青空

のもと、友達どうしで続き絵にしたり、部活のメンバーで寄せ

書きをしたり、家族の夢を書いたり、と、工夫をこらした、色

とりどりで、様々な思いを込めたレンガができあがりました。

初日は前日の大雨の影響で地盤がゆるんでしまい煉瓦を敷くことができませんでした

が二日目には初日分を含めて無事敷くことができました。◆当日の運営には、市内の中高生のボランティアにもご

協力をいただきました。赤レンガ建物へお越しの際には、敷きつめられた赤レンガにどのような願い・想いが込め

られているのか、想像をふくらませてみませんか。         （山口記） 

■ＮＥＷＳ 04 

幻想的な空間へ 

第２回蔵のまち雛祭り 

 

2 月 26・27 日の二日間、今年度も半

田市内中心部の 12 会場で「蔵のまち雛祭

り」が行われ、半田赤レンガ建物もお雛

様を展示しました。◆昨年好評をいただ

いたステンドグラスや吹きガラス、乙川人形や常滑焼の雛を展示したほか、会長自らのお琴の生演奏と茶香炉の香

り・生花で空間も楽しめるようにしました。◆今年は、当日の運営に市内中学生のボランティアのご協力をいただ

いたほか、ハーフティンバー部分では雁宿小学校のご協力で、小学生が作った半田市を紹介する CM の、可愛らしい

生放送が行われました。また、貯蔵庫の 2 部屋では暗闇にたくさんの発光ダイオードを灯した「光ファンタジー」

（ロジック）と「ゆめホタル」（武豊文化創造協会）の展示が行われました。「ゆめホタル」はネコジャラシのよう

に、針金の先に発光ダイオードをつけたもので、その穏やかに揺れる「ゆめホタル」を前にしてオカリナのミニコ

ンサートも行われ、建物中に幻想的な空間が広がりました。おかげさまで、2 日間で 3,000 名のお客様に「赤レン

ガのひな祭り」を楽しんでいただきまし

た。ありがとうございました。 （山口

記） 

 

■ ＮＥＷＳ 05 

2005 年 恒例の新春合宿 

 

1 月 24 日（日）午後 1 時より半田市成

岩公民館で恒例の新春合宿が行われました。◆本年度の活動計画を議論することが目的ですが、今年は特にカブト

ビール復刻、赤煉瓦全国大会というビッグイベントを予定していることもあり開始前から 20 数名の参加者の並々な

らぬ意気込み（鼻息？）が感じられました。まず開会にあたり永遠のマドンナ（？）と称されている長谷川会長よ

り、昨年皆さんのご協力で大変充実した活動を行うことが出来たことへのお礼と、本年度予定されている２大ビッ

グイベントへ倶楽部の皆様のご協力ご支援をお願いしたい旨の挨拶がありました。続いて、年々額の面積が広がっ

ている（？）馬場事務局長より「万博及び政府のビジットジャパン関連事業として都市再生プロジェクト、産業観

光プロジェクトが立ち上がりそれぞれのプロジェクトが半田赤レンガ建物を取り上げてくれた。今年は半田赤レン

ガ建物を全国に発信する絶好のチャンスの年。当合宿で徹底的に議論し今年の事業を成功に導きたい」との挨拶が

ありました。その後ご来賓の挨拶があり、1 時 30 分より実質審議に入りました。◆まず報告事項として昨年 10 月

に行われ当倶楽部より大挙して 9 名が参加した北海道江別大会の報告が宮原副会長よりありました。その他の参加

メンバーの感想は？との声にイノ一番に某副会長より裕次郎記念館や小樽の坂道の思い出（苦労？）話が披露（疲

労？）されました。続いて今年の主な活動計画「2 月雛祭り、4 月レンガロード、6 月特別公開、9 月全国大会」に

ついて事務局よりタタキ台案が説明されました。その後主に特別公開と全国大会について分科会審議を含み活発な

議論が展開されました。◆気づいたときはすでに午後 6 時頃。議論はそれまでとし、引き続き模様替えを行い新年

懇親会に切り替え午後 9 時頃まで赤レンガをつまみに楽しい時間を過ごしました。中締めの際には今年のビッグイ
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■ 赤煉瓦倶楽部半田規約 

 ［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煉瓦建物

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、赤煉瓦建物を生かした街づくり

を調査・研究すること 

・ 赤煉瓦建物に関係するネットワーク

と連携し、赤煉瓦建物を生かした街

づくりを支援すること  

   

［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  

   

［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］ 

・ 会の運営にあたり、会長、事務局

長、事務局長補佐、会計を置く。 

・ また、必要に応じて専門係を置く事

ができる。  

■編集後記 

この会報のための原稿をいた

だいたところ、みなさんの思い

がずっしりとつまった文章はと

ても長い！ 4 ページには収まり

きらず、涙をのんで 1/3 くらい

減らしていただいたものもあり

ます。それでも熱い気持ちは伝

わってきますよね？ 

（Y） 

■ 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。 

ベントを絶対成功させよう！！との力強い音頭があり全員大きな声で成功を誓い合いました。    （馬場記） 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

■特集 

カ ブ ト ビ ール  

復刻ま でのド ラ マ  
事務局長 馬場信雄 

赤煉瓦倶楽部・半田の前身半田赤レン

ガ倶楽部は平成 9 年に活動開始した。半

田赤レンガ建物が取り壊されるかもしれ

ないという状況の中、活動目的はただ一

つ「保存を確実のものにすること」だった。ほぼ保存が確実となった平成 14 年、

活用を目的とする新生「赤煉瓦倶楽部・半田」に衣替えをした。そして赤レンガ

建物を広く知っていただくために特別公開を半田市と共催で実施。今年 6月 4日、

5 日で 4 回目！！！ 今年はカブトビール復刻を最大の目玉に開催。入場者は第

一回を上回る 8,700 人。カブトビールを飲んだほとんどの人がうまいを連発して

くれた。・・・・・・・・やってよかった！！ 

話は平成 16 年 1 月の新春合宿に遡る。平成 17 年半田で行われる全国大会に向

けての取り組みを議論している時一人から突然「カブトビールを復刻できない

か？万博の年でもあり全国にアピールできる絶好の機会。」との発言が出た。場の

雰囲気はほとんど賛同する状況だった。しかし、事務局長の私は慎重な意見を述

べた。「普通の飲料、食品を作るのとは訳が違う。ビールは酒税法という法律で管

理されている。明治時代のカブトビールを復刻するには技術力のある製造メーカ

ーが必要。また製造ロットは大きくわれわれ市民団体がとてもさばける範囲を超

えている。」 しかし、その場の倶楽部員の熱意に押され、実現に向け努力するこ

とを約束した。 

その後幸いにも地元の地ビールメーカー知多麦酒と接触が出来、快く全面協力

の約束が取れたことがカブトビール復刻の実現につながった。半田市企画課は当

時の文献集めに奔走してくれた。そして知多麦酒の技術者の技術力。すべての人

の熱意の結晶が開花した。われわれはカブトビールを復刻させることが目的では

ない。今回の成功の延長線上に、赤レンガ建物が早く本格活用されることを願っ

ている。 
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■ 赤レ ン ガ建物修復基金の創設について  

 

この度「赤レンガ建物修復基金」を創設しました。 

目的は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ことです。カ

ブトビール販売による寄付金及び目的に広く賛同いただき当基金へ寄付していた

だく分が基金に入ることになります。 

①7 月 22 日現在の基金残高  198,900 円 

②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 
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