
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ 赤レンガ建物  冬の祭典! “Shooting Star Nights ！” 

■ 赤煉瓦ネットワーク糸魚川大会  

■ 平成 20 年度総会と 

カブトビールフェスティバル 

■ 童話の村秋まつり 
 
■ 2010 年の事業計画  
 
■ 赤レンガ修復基金残高報告  
 

 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

 

■ NEWS 01 

赤レンガ建物 冬の祭典! 

“Shooting
シ ュ ー テ ィ ン グ

 Star
ス タ ー

 Nights
ナ イ ツ

 ！” 
 

11 月から、赤レンガ建物の冬の祭典、第 2 回イルミネーション

“Shoothing Star Nights”を開催しています。 

前回は、他のイルミネーションを参考に「信じられないほどたく

さんのお客様が連日来場されたらどうしよう」と、恐る恐るやって

みたら、点灯式以外は「信じられないほどお客様が来なかった」の

で、今年は安心して（？）計画を立てることができました。おかげ

で、空間プロデューサー霧島秀生先生の計画・指導の下、遊び心を

色々と取り入れた、楽しいイルミネーションになりました。また、

「青い光の海に浮かび上がる赤いレンガの建物」の美しい光景が、

道路からも見えるようになり、近所の方や、通勤・通学・仕事の途

中で気になったお客様が見にいらっしゃるようになりました。 

設置して、よく分かることは、赤レンガ建物は大き

い！球数は信じられないほど多いのに、やってみると

明るすぎず、程良い。大きすぎるのではないかと思わ

れるようなリース（半田商業高校の生徒の作品です）

が程良い大きさ。日本で 4番目に大きいレンガ造の建

物の大きさを身にしみて感じました。今年は 2 月 20

日まで行いますので、ぜひご覧下さい。そして、来年

は更なるバージョンアップで「連日人だかりの山」と

なることを、計画中です。乞うご期待！ （山口記） 

会 報 

第11号 
２０１０年 1月 

 

赤煉瓦倶楽部半田会報 
発行人：長谷川寛子会長 

会報第 11号編集担当：山口貴司 

〒475-0928半田市桐ヶ丘 3-11-13 

（建築工房創風庵） 

TEL/FAX：0569-21-5959 

http://www.akarenga-handa.jp 

E-mail：redbrickhanda@yahoo.co.jp 



 2 

■ NEWS 02 

赤煉瓦ネットワーク糸魚川大会 

 

前回の東京大会からあっという間の 1年が過ぎ、今年度の全国大会は新

潟県の糸魚川市！糸魚川構造線が通り「ジオパーク」で売り出し中の街で

す。参加者は、馬場理事長、名畑氏、山口氏、私（小林）の 4名です。「お

はようございます」と 6：50分に予定通りに出発！山口氏はまだ眠そうで

す。それもそのはず、明け方まで今大会用のプレゼン資料をつくっていた

そうです。ゴクロウサマデス。名古屋駅を出発と同時になにやらごそごそ

と名畑氏と馬場理事長は 4合瓶をあけ乾杯！！およそ 24分で完売！ 

13 時 30 分、良い気分で会場に到着しました。（毎度のことですが反省

がありません。）受付終了後、先に市内見学会。最初に、今回のテーマであ

る「赤煉瓦の車庫」。大正元年に北陸線の全通と同時に建造された建物です

が、北陸新幹線の駅舎建設のために取壊しが予定されています。現役の鉄

道車庫で、見学に時間制限があったため、時間いっぱいまで見学した後、

酒蔵、雪国ならではの雁木を見学し、会場に戻りました。 

会場では、一般の方も同席して講習会。まず、主催者より「赤レンガ車

庫」の経過について説明がありました。最初は検討もなく取り壊しだった

ものが、建物保存活用研究会や糸魚川商工会議所などが保存運動を行い、

運動の結果、保存を検討することになりました。しかし、最終的には行政

側は資金や今後の工事計画に基づいて判断され、全面保存は不可能という

結論になってしまったとのこと。現在は「空間を感じられる」部分保存を

目指しています。（写真 2） 

引き続き、長岡造形大学の平山教授から糸魚川の機関車庫の由来・意義

や、保存の手法について講演会がありました。様々な資料・写真を使って、

北陸線が全通した頃の時代背景・機関車庫の特徴・この街と赤煉瓦車庫の

関わり、「資料保存」「部分保存」「全面保存」の違いなどの分かりやすい説

明で、部分保存でも「空間を感じられる保存」の大切さがよく分かりまし

た。（写真 3） 

最後に、各地の倶楽部の活動報告会がありました。北海道・江別は、今

回の糸魚川の保存活動を援護射撃する「曳き家」の事例紹介をし、興味深

いものでした。そして半田の発表。馬場理事長は、山口氏の徹夜のプレゼ

ン資料を、ほとんど無視してマイペースで報告され、時間通りに無事終了

しました。 

メインイベントは大交流会！！解禁直後のカニや地酒、地元の珍味など

盛りだくさんのお料理でテーブルいっぱいならんでいました。なかでも見

た目は怖い怪獣のような富山湾の深海魚「ゲンゲ」の干物、きれのいい美

味しい日本酒「謙信」などを、おいしくいただきました。大会事務局の皆

様、おもてなしいただき、ありがとうございました。 

1 次会が終わるとすぐに 2次会の連絡。名畑氏より号令がありお店に急

行しました。すでに、今大会事務局長を中心に大会関係者が集結し、前進的な話で盛り上がっていました。楽しい時が過ぎ、

2 次会解散。ここで終了かと思いきや、まだまだ続きます。おなかも減ったし地元のラーメンでもたべようかと皆大賛成！

糸魚川でしか味わえないヒスイラーメンなるものをいただきました。ここで、あの名畑氏の突然の叫び！「のどが乾いた！」

日本酒 2合追加。皆びっくりしました。マダいけるとは！翌朝食時にも 2合のご注文！鉄人か？ 

事務局長、お世話になりました。糸魚川のみなさん半田のイベントにもに是非お越し下さいね。楽しい全国大会ありがと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲赤レンガ車庫（写真 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲主催者（右）（写真 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲長岡造形大学 平山教授の講演（写真 3） 

 

 

 

 

 

 

 

▲大会フラッグの引き渡し（写真 4） 
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うございました。最後になりましたが、事務局長より「来年の全国大会は札幌で行いましょう」と締めくくりがありました

（写真 4）。ということで来年は札幌大会です。半田のみなさん！来年は札幌にいきましょう。「札幌毛ガニラーメン」か？

（小林記） 

■NEWS 03 

平成 20年度総会と 

カブトビールフェスティバル 

7 月 25 日、総会とカブトビールフェスティバルが開

催されました。10時からの総会では、今回初めて開催し

た大型プロジェクトのイルミネーション事業等の報告・

決算、期待のルーキーを加えての役員選出、そして半田

市の３ヵ年計画を前提とした本格活用へ向けた事業計画

などに活発な意見が交わされました。11時からは夏の赤

レンガ建物一般公開「カブトビールフェスティバル」を

初めて開催！夏らしい真っ青な空、たくさんのヒマワリ

が見事に咲き誇る中、「夏はやっぱりビール！」という長

年の希望がかない、暑い夏の赤レンガ建物の魅力を来場

者に伝えることができました。予想以上に大勢のお客様

がいらっしゃり、途中でビールが完売してしまうという、

うれしい誤算もありました。また、このフェスティバル

は会員の交流事業も兼ねており、赤レンガ建物の行く末

をたくさんの支援者と共に大いに語らい合うこともでき、

この初夏の楽しいひと時は、今後も長く続けて欲しいと

の多くのご要望をいただきました。（平岡記） 

■ NEWS 04 

童話の村秋まつり 

9月 19日(土)から27日(日)までのうち 5日間、

童話の村秋まつりと連動して、赤レンガでも一般

公開を行いました。矢勝川の彼岸花は少し時期が

ずれてしまったようですが、連日好天に恵まれ、

恒例の名鉄・JR のハイキングでは、気持ちのよい

秋晴れの中、大勢のお客様が歩いておられました。

お客様には、気持ちのよい日陰で休憩しながら、

赤レンガ建物をじっくりと満喫して頂きました。

また、喫茶コーナーでは、昨年に引き続き、黒酢

のドリンクを提供したところ、大好評で、てんて

こ舞いのうれしい忙しさ、高校生倶楽部員・中学

生ボランティアのおかげで切り回すことができま

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、ご来場頂いた多くのお客様に、

赤レンガ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。遠方からのお客様も多く、ボランティアガイドの皆さんによる建物ガイド、赤レンガ

博物館も大勢のお客様がいらっしゃいました。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！（新海記） 
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■事業の予定 

2010年の事業計画 
 

2010 年事業の基本コンセプトを「“本格活用の具体的な工程表を策定し、オ

ーソライズする年”と位置づけ、その活動を最大限支援することに繋がる事業

を主体とする」にしたいと思います。 

その実現のため、現在行っている事業「雛祭り、特別公開、サマーフェステ

ィバル、秋祭り、イルミネーション」以外に、「基本コンセプト実現に向けた事

業」として下記の事業を行いたいと思います。 

①「赤レンガ建物を早期に常時開放できるようにする」ことを目的に署名活

動を開始する。 

②半田赤レンガ建物の貴重性・重要性を理解していただくために、さらに幅

広い広報活動を行う。 

③赤レンガ建物及びカブトビールに係る史実研究会を発足させ、歴史の事実

を研究する活動を行う。 

④2012 年に「赤レンガ建物公開事業 10周年」となるため、その記念事業の

検討を行う。 

・２回目の全国大会を誘致する活動を行う。 

・ワークショップ方式で建物のミニュチュア模型を制作する。  （馬場記） 

■赤レ ン ガ基金報告 

＊＊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 12月 31日現在の基金積立金＊＊ 

基金積立額 477,688円（一般募金を除く） 

（内訳） 

 

 

 

■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  
 

「 夏はや っ ぱ りビール！」 と、初の

カブトビールフ ェ スティバルを行いま

した。また、冬は昨年に引き続きイ

ルミ ネーショ ンを開催しています。こ

れで、隔月でイ ベ ントが開催される

ことになりました。質の向上と共に、

本格活用に向けて更に進みたいと

考え ていますので、ご協力をお 願い

します。（Y） 

前期末残高 

 当期 

カブトビー

ル 

企画料 

 
イルミネーショ

ン 

事業費 

 

基金積立

残高 

＋ ― ＝ 

638,420 円  339,268 円  500，000 円  477,688
円 

■ 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。 

 

 


