
 1 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ目次  

■  01  半田運河キャナルナイト  

■  02  二ツ坂カーニバル初出店  

■  03  納屋橋・ｳｫｰﾀｰﾏｼﾞｯｸ応援  

■  04  赤煉瓦ﾈｯﾄﾜｰｸ横浜大会  

■  05 ほとり酒場初出店  

■  06  旧奈良監獄視察記  

■  07 １２０歳の誕生会    

特  集「１２０歳の誕生会」   

  ・講演録   

講師 :神奈川大学准教授  大島朋剛氏  

演題 :「120年前の日本経済と丸三麦酒」  

  ・参加者からのメッセージ  

今後の事業計画   

①  2019 新春合宿 (2/16) 

②  蔵のまち雛祭り (3/2～3) 

■ＮＥＷＳ 01 

第 3回半田運河キャナルナイトへ出店     

８月１７日(金)・１８日(土)１７時～21 時に半田

運河キャナルナイトが開催されました。源兵衛橋か

ら船方橋の間、およそ300ｍの運河に2000 個の

ヒカリノ玉がゆらゆらと浮かび、黒壁の建物に囲ま

れた歩道には、ほんのりとヒカリノ道が続きました。

芝生広場にカブトビールのブースを設け、多くの来

場者の方に生カブトビールを販売しました。しかし、

我々の使命は、カブトビールを飲んでいただくだけ

でなく、半田赤レンガ建物の歴史を伝えるべく倶楽

部員が一丸となって広報に努めました。心地よい音

楽と幻想的な空間。カブトビールに舌鼓をうちなが

ら、五感が潤うひと時をたのしんでいただきました。

(榊原記) 

 

■ＮＥＷＳ 02 

二ツ坂カーニバル初出店 ! 
  ９月１日(土)・２日(日)、台風２１号が日本接近の

中、半田市の図書館前通りが歩行者天国となり、キ
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ッチンカーが並び半田図書館前通り商店街主催に

よる二ツ坂カーニバルが開催されました。当倶楽部、

日本福祉大学学生計１０名体制で生カブトビール

の販売と半田赤レンガ建物の紹介を行った。途中雨

が降ってきたが、雨具を必要とするほどの雨ではあ

りませんでした。来場者の多くは図書館周辺のファ

ミリー層が中心で、カブトビールは予定数量までは

行かなかったものの、半田赤レンガ建物やカブトビ

ールの PR が出来たと思います。当倶楽部の主な活

動は今までほとんど建物の中で行うことが多かっ

たのですが、今回のように建物の外で出店して建物

の歴史やカブトビールのうんちくに関して説明・広

報することも重要な活動だと思います。ファミリー

層の多くはキッチンカーでの食事を楽しみにされ

ており、今後出店するときにはカブトビール以外に

子供向け商品の検討も必要ではないかと感じまし

た。(小林記) 

■ＮＥＷＳ 03 

堀川ウォーターマジックに応援 

  ～納屋橋にカブトビール船登場～ 

９月２8 日・２

９日の夜、名古屋

の堀川でウォー

ターマジックが

開催されました。

岸辺では恒例の

「なやばし夜イ

チ」が同時開催。

ウォーターマジ

ックは、国交省・

名古屋市が後援

しており、堀川の

活性化事業と位

置づけています。過去には、ナイトクルーズやゴン

ドラ体験等を実施してきました。そして、今年は? 

納屋橋TWILOの高山氏が長年要望してきたにもか

か わ

ら ず

安 全

の 問

題 で

却 下

さ れ

続 け

て き

た「船

上 BAR」が急遽許可され、「堀川初! 船上でカブト

ビール」が実現したのです。絶対あきらめない高山

氏の執

念が実

ったの

です。

100

人乗り

くらい

の大き

な船が

納屋橋

のたもとに浮かび、船の屋上ではDJ プロの高山氏

による軽やかな音楽のDJ が、また、1 階船室では

当倶楽部から出張した２名のカブトビールマンが

明治・大正の生カブトビールの販売を、そして船の

外側にはカブトビールののぼり旗、イルミネーショ

ン・・・なんとも幻想的な雰囲気の船上 BAR でし

た。納屋橋を通る人々が立ち止まり、下に見えるカ

ブトビール船に一様に手を振っている。一般の通行

人とカブトビール船が一体化して盛り上がってい

る。ま

た、生

カ ブ

ト ビ

ー ル

を 飲

む 方

は ビ

ー ル

の ウ

ン チ

クに酔いしれている。このようなカブトビールが主

役の場面、久々に見た感じ、大興奮しました。来年

ぜひ皆さんもお越し下さい。また、半田でも、今回

の興奮をぜひ再現したいと思っています。     

(馬場記) 
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■ＮＥＷＳ 04 
赤煉瓦ネットワーク 2018横浜大会紀行 

11 月10 日（土）午前7 時半、雲ひとつない秋晴

れのもと、倶楽部員15 名を乗せた貸し切りバスが

横浜を目指し、半田赤レンガ建物を出発しました。

現地集合組を合わせると参加会員は21 名。今回も

全国の中で圧倒的人数での大会参加です。知多中央

道から伊勢湾岸道路を経由し新東名へ。鍵盤をモチ

ーフにした浜松サービスエリアで休憩。新富士では

富士山を真正面に拝み、海老名サービスエリアでお

楽しみの崎陽軒シュウマイ弁当を積み込んで車中

食。5 時間強をかけて会場となる横浜クリエイティ

ブシティセンターに到着し、直行組と合流しました。 

 

 １日目の基調講演では横浜国立大学客員教授 秋

元康幸氏による横浜市の近代遺産の保存とまちづ

くりのあゆみについて、事例報告では奄美大島と五

島市それぞれの煉瓦遺構の現況報告がありました。

さらに鉄道遺産に関わる煉瓦遺構を中心にまとめ

られた「赤

煉瓦土木

遺産番付」

の発表も

ありまし

たが、半田

武豊線橋

脚の記載

が見当た

らず、大変残念でした。 

 ２日目は「まちあるき近代建築コース」に参加。

横浜駅の西に位置する旧色街「黄金町」の再生まで

の取り組みをご紹介いただき、開港都市横浜市の別

の顔を垣間見ることができました。関内地区、日本

大通りの近代建築をまちづくりに巧みに活かした

手法はさすが横浜市、都市デザインの成功例として

大いに勉強になりました。 

 最後となりましたが、大会、懇親会、まちあるき

と入念にご準備、ご対応いただいた横浜市職員の皆

様、運営委員の皆様に心より感謝申し上げます。 

(水野・中野記) 

 

横浜大会に参加して  

～日本福祉大学 COA～ 

 横浜赤レンガ倉庫に初めて行きました。建物につ

いて知ることができるような展示はなく、歴史など

が知りたかった私としては残念でした。しかし、若

者が多く活気があり、半田赤レンガ建物について考

える良い機会でした。(岩本記) 

  

横浜大会では歴史を生かしたまちづくりについて

学ぶことができました。その中でも横浜赤レンガ倉

庫は半田赤レンガ建物とはまた違った良さを感じ

ることができました。今回の大会で学んだことをこ

れからも活かしていきたいです。(今藤記) 
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 今回の横浜大会で全国大会への参加は 3 回目と

なりましたが、毎回勉強になることばかりです。レ

ンガくんというマスコットキャラクターに出会い、

頭が取れる仕掛けにビックリ。半田赤煉瓦にも注目

されるマスコットキャラクターがいるといいなと

思いました。(寺澤記) 

 昨年の敦賀大会で目にした広大な自然と実用的

な古さを感じる建物と違い、横浜で見たものは周り

の都会の風景にもマッチする、それ自体がまるで美

術品の様な建物でした。実際に自分の足で歩いて、

聞いた物は絶対に本では得られないものだと思い

ました。来年も是非参加して、まだ見ぬものをたく

さん吸収したいです。(山田記) 

横浜駅から始まるまちあるきツアーがとてもいい

思い出になりました。建物１つ１つに歴史があり、

面白みがあったからです。特に良かったのが山下公

園から見える360°光景。大型船、高層ビル、建設

中の建物、そして赤レンガ倉庫を見渡すことができ

ました。赤レンガ倉庫は遠くから見ても大きさと歴

史を感じる風情がありました。 

(花原記) 

 

■ＮＥＷＳ 05 

半田運河”ほとり酒場”初出店  

今年初めての開催となります「 HOTORI 

SAKABA & Lights（ホトリ酒場）」 

半田市観光協会が中心となり１１月２２日（木）・２

３日（金・祝）１７時～２１時の２日間にわたり半

六庭園一帯で開催されました。我々、赤煉瓦倶楽部

チームも少々腰が引けながら、心を奮い立たせ参加

いたしました。 

寒い中のビール販売は、初めての試みです。当然

のように気温は下がるし、おまけに風も吹というこ

とでメンバーは沢山着込んで設営にのぞみ、ビール

販売と休憩スペースでオモテナシが出来るように、

風防止のシートも周囲に張り、旧赤レンガ建物時代

で大活躍していた懐かしい屋台も引き入れまして、

手探りの準備となりました。 

今回は、カブトビール・赤レンガ建物などのＰＲ

を中心に活動すると決めていましたが、肝心のカブ

トビールの販売はと言いますと、やはり想像してい

たように乾杯！（完敗）寒さには勝てないようです

ね･･･。 半田の歴史が色濃く残る運河周辺の周辺

をアー

トな光

の装い

で、素

敵な雰

囲気を

つくり

だし、

来場者

も満足

されている様子であり良かったと思います。 寒さ

からお酒が少々すすんでしまったメンバーもいま

したが、あったかい心のこもったオモテナシは、出

来たような気がしています。 

次回は、この経験を生かして気温の低い中でのビー

ル販売について工夫してのぞみたいところです。 

寒い中ご協力いただきましたメンバーの皆様へ感

謝です。お疲れ様でした。(左右木記) 

 

■ＮＥＷＳ 06 

旧奈良監獄視察記 !! 
1 月26 日、バスを降りると目の前に煉瓦の塀が

迫って

いまし

た。「旧

奈良監

獄」で

す。添

乗員に

導かれ

て表門
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へ。両脇

に円塔を

備えたロ

マネスク

様 式 の

門、ドー

ム型の屋

根が特徴

です。表

札は「奈良少年刑務所」つい最近まで現役だった事

を伺わせます。門をくぐり、中庭を抜けて庁舎へ、

中央に尖塔を乗せた 2 階建ての庁舎は左右対称の

造り、窓のアーチと花崗岩の装飾が美しいです。庁

舎の中へ、奈良監獄の歴史等を展示したホールを抜

けるといよいよ監獄エリア。中央監視所から5 棟の

収容棟が一望に出来ます。これが「ハビランド方式」

と呼ばれる、見張台を要にして全ての棟を監視する

システムです。 

舎房や生活ゾーンを見た後、監獄ビールで乾杯。

ＪＡＺＺライブまで堪能できた、実に有意義な視察

でした。 

欧米の諸国に遅れまいと国家の威信をかけて造

られた明治の５大監獄の一つ、１１０年の歳月を経

て、新しい命が始まります。我が倶楽部と同様に地

元の保存活用に向けた活動によって、奈良公園観光

地域の滞在型観光施設（ホテル）と史料館として蘇

ります。平成31 年に運営が始まる史料館開館が楽

しみです。 

なかなか見学の許可が下りず、もうダメかと諦め

かけた矢先に、なんと！特別公開ツアーの折込チラ

シを発見して実現した旧奈良監獄視察記でした。ラ

ッキー！！（宮原記） 

 

■ＮＥＷＳ 07 

１２０歳の誕生会  
半田赤レンガ建物

(旧カブトビール工場)

は、今年の10 月31

日で満120 歳になり

ました！   

そのお祝いに、10 月

27 日 半田赤レンガ

建物にて、倶楽部主

催の「半田赤レンガ

建物 120 歳誕生 記

念式典・記念講演・

祝賀会」が開催されました。  

式典では、CAC 株式会社制作「知多半島ドキュ

メンタリー 源」の映像で 半田赤レンガ建物の

120 年を振り返り、120 年の旧カブトビール工

場の歴

史の重

みを感

じると

共に、

改めて 

よくぞ

120 年

間 現代

まで残
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っていてくれたと喜びを感じます。 

講演は、神奈川大学 大島朋剛 先生に「120 年前

の日本経

済と丸三

麦酒」を

テーマに

ご講演い

ただき、

祝賀会で

は  120

歳の誕生

日を祝う特製のケーキをリヴィエール二ツ坂さん

にカブトビールや法被などをリアルに描いたたく

さんのクッキーで飾ったケーキを作っていただ

き、集まった皆さんが笑顔で喜びを分かち合いま

した。皆さんのたくさんの笑顔を今後の半田赤レ

ンガ建物と共に、次の世代へと輝かせ続けたいと

思います。(平岡記) 

 

****************************************** 

特  集  １２０歳の誕生会  

 
【1】講演録 
・講師 :神奈川大学准教授   

大島朋剛 (ともたか )氏  

・演題 :120 年前の日本経済と丸三麦酒  

半田に巨大な赤レンガ建物が誕生した 19 世紀末

は、日本が工業国として一歩を踏み出した時期に当

たります。西洋の最先端技術を取り入れ、本物
．．

を世

に出そうとした丸三麦酒株式会社は、1900 年のパ

リ万国博覧会で栄誉ある金牌を受賞して知名度を

上げました。同社発起人でもあった中埜、盛田の両

家が立ち上げた静岡県の卸問屋では、知多の清酒や

清酢、醤油等とともにカブトビールが扱われ、20 世

紀に入り次第にその販売額は増大してゆきます。

1906 年にビール事業は東京資本の根津嘉一郎に

譲渡されますが、知多の醸造資本は全国に名を残す

ブランド立ち上げに際し、初期リスクを負ったとも

いえるでしょう。 

 ところで、現東京国立博物館の初代館長で薩摩出

身の町田久成という人物がいます。半田で丸三麦酒

が事業化しようとしていた頃、町田は廃寺の再興な

ど日本文化の保護のため奔走し、常滑出身で自身の

師でもあった桜井敬徳阿闍梨から、「信仏家之堅固

者」として中埜、盛田の両家を紹介されたことを記

す書状が残っています。 

 幕末に町田の率いた薩摩藩英国留学生の中には、

札幌麦酒創始者・村橋久成が含まれていました。筆

者の中では、「ビール＝知多＝文化財保護」が何とな

く結びついたような気がしております。地元の皆様

の素晴らしい熱意と実行力により、赤レンガ建物が

守られ活用されて、愛されながら 120 歳の誕生日

を迎えられましたこと、心よりおめでとうございま

す。(大島記) 

 

【2】参加者からのメッセージ 

・１２０歳誕生会おめでとうございます。まだ半田

赤レンガ建物を知らない方、これから来館される多

くの方に、建物やカブトビールの魅力をしっかりお

伝えできるよう、スタッフ一同皆様と連携して運営

をしていきたいと思います。今後ともよろしくお願

いします。（半田赤レンガ建物 服部宣裕） 

・半田赤レンガ建物１２０歳のお誕生日おめでとう

ございます。この建物の魅力をより多くの方々に知

っていただくよう、人流づくりに努めてまいります。    

（JTB ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 鳴海貴史） 

・苦労して守り抜いた半田市の宝物を私たち皆で繋

ぎます。次の世代の未来のために!! 

(倶楽部員 平岡和広) 

・120 歳の誕生日おめでとうございます。市民に

愛されるシンボルにこれからもみなさんで育んで

いきたいです。 

(JTB ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 小澤伸一郎) 

・120 年目のお誕生日おめでとうございます。

200 年目のお誕生日までには生きてられませんが

未来の子供たちへ想いを伝えていきます! 

(納屋橋 TWILO・カブトビール名古屋支店長) 

・高校生の頃は通学路で毎日ながめていました。古

臭いこんな建物はいつまでも残しておくのかと、浅

はかな考えでした。しかし、60 年たってこんな形

で残っていることはとても貴重な事で大切な事だ

と思います。今後大切に、大切に守っていきたいで

すね。(倶楽部員 正木さよ) 

・120 歳おめでとうございます。建物が 100 年、

200 年先もこの地で半田の町にあり続けますこと

を願っています。(半田市立博物館 中村省吾) 

・産まれて１２０才、何回も手術を重ね、大きくな

ったり、小さくなったり・・・たとえ”一部だけ”

とは言え、ここまで生き延びてくれた「半田赤レン

ガ建物」君!! 今は亡きシニセの某社長曰く、「古いも

のは残せ!! 壊したら、捨てたらあとは何も出来ん! 

どうやって残すか、お前が考えろ!!」と、彼は「半田

赤レンガ建物」とは関係なかったが、先祖は勿論関
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係者。その”心”が通じたのか、半田市の努力もあ

り我が「半田赤レンガ建物」は残された。これから

も生き延びてほしい。(倶楽部員 K.S) 

・１２０才おめでとうございます。耐震工事以前よ

りガイド協会の研修でずいぶん勉強したつもりで

したが、ガイドとして建物を訪れる度に新しい発見、

知識を得、どんどん赤煉瓦が好きになりました。今

後共宜しくお願いいたします。(ガイド 家田全代) 

・120 歳の誕生会開催おめでとうございます。今

や愛知を代表する観光名所となった半田赤レンガ

建物に到る道のりを、心からお祝い申し上げます。

これからも、その精神が受け継がれることを心から

願っています。(建築史家 村瀬良太) 

・十数年前、初めてこの建物に足を踏み入れたこと

を思い出します。あの当時皆が思い描いたこの建物

に対する希望や夢をもう一度形に、さらなる感動を

与えられるような場所へと出来るよう尽力してま

いります。(半田市観光協会 榊原 宏)   

・改修工事に関わることができ、大変貴重な体験と

なりました。一生ついて行きます。(笑) 

(半田市 田中 賢) 

・半田赤レンガ Happy  birthday !! 120 年も半田

市でお疲れさま。 これからも半田市のシンボルと

して、ステキな姿で活躍してください。これからも

どうぞよろしく♡(COA 岩本小生) 

・幾多の苦難を乗り越えた半田赤レンガ建物、永く

その雄姿を半田のまちのランドマークとして見せ

てください。(倶楽部員 宮原一明) 

・建物に対する思いで、中学校の通学路(笑)、3 年

間毎日、赤レンガ建物の横を歩いていました。昔の

古い建物が無くなって来ている今日、赤レンガは貴

重な建物の一つだと思います。もっと、もっと半田

市以外に知らせて県外、市外の人が楽しめると良い

と思います。(倶楽部員 榊原里江) 

・約50 年前に当建物に勤務し今のような視点で見

た事はありませんでした。製造過程で発生する悪臭

もそれ程苦になりませんでしたが、理事長さんはじ

め赤ﾚﾝｶﾞｸﾗﾌﾞの皆様のご尽力により、半田市を代表

する様な遺産を保存していただき有り難い思いで

一杯です。商工会議所からのご縁でクラブに入会さ

せて頂き学ぶ事の多い機会を頂いた事もうれしい

です。今後とも宜しくお願いします。 

(倶楽部員 小椋恵子) 

・赤レンガ建物が東京、横浜と並んで有名になって

200 歳、300 歳を迎えることを願いす。 

(倶楽部員 宮崎光弘) 

・馬場さん初め皆様のおかげで廃墟の様な建物が今

日を迎えられ、おめでとうございます。これから元

気なかぎり、お役に立てるよう頑張ります。夢は皆

さんの夢を一日も長く共用したいです。 

(倶楽部員 山本美知代) 

・元の勤務地でもあり、半田赤レンガ建物が今もあ

り続けるように!! (日本食品化工 OB 角田隆利) 

・120 歳の誕生日、誠におめでとうございます。今

後も、半田赤レンガ建物の成長と伴に、私も成長し

ていきたいです。引き続きよろしくお願いいたしま

す。(半田市観光課 梁川潤人) 

・明治・大正とカブトビールが復刻されました。昭

和のカブトビール&新カブトビール。夢は大きく。

赤レンガ内2Fでカブトビール工場が出来ると良い

ですね。(倶楽部員 川口由倫) 

・120 歳おめでとうございます。これからも地元

をはじめ多くの人たちから変わらず愛される存在

で年を重ねていってください。 

 (半田市観光協会 鈴木晶子) 

・半田を象徴する建物として、たくさんの人に愛さ

れ、たくさんの人が集う赤レンガ建物であってほし

いと思います。(半田市観光協会 池脇啓太) 

・平成20 年に企画課に配属されて以来常時公開に

向けて、数年にわたり取り組んできた。赤レンガが

オープンになり、とてもうれしく思っています。今

後、２階や、敷地全体が活用され、更には多くの方

に知っていただけたらと思います。 

(半田市市街地整備課 大山仁志) 

・１５０歳、２００歳と半田赤レンガ建物を守り、

先人の起業家精神を伝えていきたいです。 

(半田市観光課 竹内 正) 

・改装前に倶楽部の方と夜遅くまでミーテイングし

たことが楽しかったです。赤レンガ建物が大好きで

す。  (半田市 竹内裕子) 

・風雪に耐えた１２０年(歳)おめでとうございます。

私たちを見守ってくれてありがとう。(榊原春男) 

・特別公開での樽を製作した思い出が残っています。

建物２階公開を期待します。(倶楽部員 竹内稔晴) 

・たくさんの人が集まる場所でありますように。 

(半田市 伊藤 舞) 

・華々しくデビューしたけど、１２０年間の大半は

苦難の連続でしたね。痛みに耐え、よく頑張った!! 

誕生日本当におめでとう。２階や敷地も含めまだま

だゆっくりできないよ。ますます元気で、皆さんに

パワーを与え続けてください。 

(倶楽部員 馬場信雄) 

・お誕生日おめでとうございます。自分にとつて赤

レンガ建物は青春の思い出でいっぱいです。現存す

るまでの道のりはいろいろありましたが、記念館と

して今後も歴史をつなげてほしいです。(竹内尊司) 
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・もっと目覚めよ!! 赤レンガ!! (半田市 堀嵜敬雄) 

・１２０年後に元の姿へ完全復元されるといいです

ね。ひとつひとつレンガを積み上げていきましょう。    

(半田商工会議所 小柳 厚) 

・毎回ガイドの度に新しい出会いを嬉しく思います。

つたない私の話を聞いてくださりありがたく思い

ます。機械設備、醸造設備、製氷設備など、大型、

本物の展示があると、よりインパクトがあります。

不可能でしょうか。 岡田煉瓦製造所の見学、企画

していただけませんか。(専任ガイド 齊藤 稔) 

今後の事業計画  

【1】2019 新春合宿  

■日時：平成 31 年 2 月 16 日（土） 

■場所：アイプラザ半田 (和室 )    

■日程：第一部  事業中間報告並びに 

事業計画の検討等  

14:30～16:15 

第二部  懇親会   16:30～18:30 

【2】蔵のまち雛まつり 

■日時：平成 31 年 3 月 2 日（土）・3 日（日） 

■場所 :  半田赤レンガ建物 C 室、ショップコーナー 

■内容及び役割 :  

・ガラス雛の展示 (雛人形の監視 ) 

   ・カブトビール等の販売促進、PR 

【3】JR ハイキング・ボランティアガイド 

 ■日時 :平成３１年３月９日 (土 ) 

 ■場所 :半田赤レンガ建物 (常設展示室、ｼｮｯﾌ) 

■役割 :ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ、ｶﾌﾞﾄﾋﾞｰﾙ等販売促進ﾟ 

■時間 :9:30～17:00 

    

    

    

      

    

    

    

■ 定 款（抄） 

【法人の名称】 

一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田 

【目  的】 

当法人は、貴重な旧カブトビール工場の半田

赤レンガ建物及び旺盛な起業家精神を顕彰す

るとともに、後世に引き継ぎ、それを活かし

たまちづくりに関する事業を行うとともに、

赤煉瓦に関係するネツトワークと連携し、赤

煉瓦を活かしたまちづくりを支援する活動を

行い、もって社会全体の利益の増進に寄与す

ることを目的とする。 

【会  費】 

（１）入会金    1,000 円 

（２）年会費 

①  個人会員    2,000 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4 月1 日～翌年3 月 31 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         1 人以上 

理事のうち、一人を理事長、２人を副理事長と

する。 

【事業年度】 

毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期

とする。 

【年会費振込先】 

知多信用金庫本店営業部 

普通 0554403  

(社)赤煉瓦倶楽部半田 

■編集後記 

今号は 8 月～12 月の期間で、年間の主要事

業のほとんどが入っています。特に１２０周

年記念事業は盛大に行われ、当初から関わっ

ていただいた方々にも多数ご出席いただき、

今後に向けて改めて当倶楽部の目的事項であ

る建物・起業家精神を後世に引き継ぐ活動を

力強く進めていこうとの確認ができ、有意義

な会だったと思います。(NB) 

 

 

(2018.10.27 120 周年記念祝賀会での集合写真) 


