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■ NEWS 01 

２０１５赤煉瓦ネットワーク 
舞鶴大会紀行 

11月 14日（土）午前７時に小雨の中、総勢２７名の倶楽

部員が貸し切りバスに乗り込み舞鶴に向かい出発しました。 

 少しずつ色づいてきた山々を見ながら、馬場理事長の故郷、

京都府舞鶴市に到着し、市政記念館で昼食を頂き、赤煉瓦倉

庫と、山と海、そして軍艦の見える素晴らしい赤煉瓦パーク

を散策した後大会会場に入りました。 

馬場理事長の兄であるＮＰＯ法人赤煉瓦倶楽部舞鶴の馬

場英男理事長の挨拶で始まり、基調講演では京都工芸繊維

大学大学院特任教授の田原幸夫先生の「都市を彩る煉瓦建

物－文化遺産として守るべきもの－」をテーマとして、東京

駅を始め、様々な事例をあげての基調講演があり、文化遺産

の再生にはオーセンシシティ（真実性）が重要であること、

そして東京駅丸の内駅舎の保存・復元・活用についての興味

深い話を聞かせて頂きました。 

その後、各パネラーによる活動報告があり赤煉瓦ネット

ワーク事務局長内藤恒平さんから、おなじみとなったギタ

ー片手に漫談風報告、ＮＰＯ法人赤煉瓦倶楽部舞鶴理事石

原雅章氏より赤煉瓦の奈良少年刑務所視察などの活動報告、

当倶楽部の馬場信雄理事長からは昨年夏にオープンした半

田赤レンガ建物の紹介とオープンまでの苦難の道のりを報

告、最後にＮＰＯ法人ＴＨＡＰ理事長池田裕太郎氏からは

敦賀湾金ヶ崎で昨年10月にオープンした敦賀赤レンガ倉庫

について紹介がありました。 

最後に赤レンガネットワークの規約を改正し、設立から

尽力いただいた内藤恒平事務局長アンバサダー就任の合意

で無事閉会しました。 

会場を四号館に移し懇親会へ。 

懇親会の進行はお決まりの内藤恒平事務局長の司会進行

で始まりました。終始なごやかな雰囲気の中で舞鶴タグ付

きズワイガニをはじめ、魚介類、お肉、春巻き等、和洋中の

美味しい料理と地元の美味しいお酒に酔いしれました。（特

に我らが半田の大吟醸、彩華が大好評）また、長年、赤煉瓦

ネットワーク事務局長として活躍され、今後、アンバサダー

（大使）として委嘱をされた内藤恒平氏に、赤い法被がお礼

として渡されました。何ともお似合い・・・。 

次回 2016年の全国大会開催地は当市半田です。引継ぎに

はＮＰＯ法人赤煉瓦倶楽部舞鶴理事長馬場英男氏から一般

社団法人赤煉瓦倶楽部半田理事長馬場信雄氏へ、兄弟によ

る引継ぎが行われました。 

赤煉瓦倶楽部半田の役員・会員は、身の引き締まる気持ちに

なると同時に、27 年７月にリニューアルオープンした、赤

レンガ建物で開催できる事を喜びました。平成 28 年 11 月

5日・6日は「おもてなし半田」を感じてもらえる企画をし

たいと思います。最後に舞鶴の方々を始め多くの関係者の

方々に心より感謝いたします。 

記）新海・竹内稔 
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■ NEWS 02 

赤煉瓦ネットワーク全国大会 
に参加して ― 日本福祉大学ＣＯＡ － 

 

 私は、舞鶴大会に参加

して、赤レンガを愛する

人が、日本各地にもたく

さんいるとわかり、とて

も嬉しかったです。 

 私たちは、2 日間でた

くさんの赤レンガを見学

して、それぞれの違いや

良さを知ることができま

した。特に印象的だった

のは、オープンしたばか

りの敦賀赤レンガ倉庫の

ジオラマ館です。昔の敦

賀の町並みをジオラマで見たとき、感動しました。子どもか

ら大人まで楽しめるいい場所だと思いました。この 2 日間

で得たことを半田大会に活かせるような活動をこれからし

ていきたいです。 記）今藤 

 

 

全国大会では、舞鶴と敦賀の赤煉瓦の特徴や、イルミネ

ーションなどのイベントの内容を知ることができ、さらに

関心を持ちました。二日目には赤煉瓦博物館などの視察に

より、たくさんのことを学ぶことができました。舞鶴の赤煉

瓦だけでなく敦賀の赤煉瓦も見学することができよかった

です。今まで話す機会が少なかった赤煉瓦倶楽部半田の方

たちとも話せて、距離が縮まった気がしました。今年の舞鶴

での経験を生かして、来年の半田大会を頑張りたいと思い

ます！ 記）寺澤 

 

 

とても充実した２日間を過ごすことができました。 

普段関わらないような方々とお話しもでき、いい勉強にな

りました。 

全国大会では他の赤煉瓦団体の活動を知り、半田も負けて

いられないなと思いました。 

舞鶴だけでなく敦賀の赤煉瓦も見ることができよかったで

す。  

この２日間で前より少し赤煉瓦について詳しくなったかな

と思います。とてもいい経験になりました。来年の半田大会

に活かしたいです。 記）三澤 

 

 

今回の大会を通して、赤レンガ建造物を活用して舞鶴で

は映画の撮影に、敦賀では赤煉瓦の倉庫をジオラマ博物館

として活用していることを知りました。半田でも赤レンガ

という貴重なものを最大限使って、半田赤レンガ建物で飲

むカブトビールは特別な物なのだと分かっていただくため

にも頑張らなければと思いました。今回の経験を生かして、

半田市民に愛され、他の地域からお客様が訪れる半田赤レ

ンガ建物なるように皆さんと頑張っていきたいです。参考

になるいい経験ができました。 記）岩本 
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■ NEWS 03 

赤煉瓦ネットワーク舞鶴大会 
１１月１５日見学会 

Aコース 

東郷邸→海軍記念館→総監部第一庁舎→ 

旧北吸浄水場配水池→赤れんが博物館 

北吸浄水場は、ダムから送られた水を配水池に貯め、ろ過

して軍港内の諸施設と艦艇用に大量の飲料水を供給するも

ので、細くて急な坂をマイクロバスで丘に登ると、眼下に自

衛隊の艦船が見える、絶好のロケーションにありました。こ

れは、自然勾配で送水できるように港から近い丘の上に掘

って造られたもので、大きさは、縦 27.2m、横 20.25m、深さ

5.6m の石造でした。また、下まで降りると、水が淀まない

ように煉瓦造の導水壁が 4.5m間隔で 5列、そびえ立つよう

に並んでおり、壁の頂部や端部には丁寧に削られた石が置

かれていました。上屋があるため、中は薄暗い施設なのです

が、灯光器で照らすとレンガや石の陰影が強調されて神々

しいものでした。 

それ以外にも、東郷邸（旧舞鶴鎮守府長官官邸）、海軍機

関学校（海軍の機関科に属する士官を養成する学校）、赤レ

ンガ博物館（旧魚雷倉庫）と、とても充実した赤煉瓦建造物

を見ることができました。ガイドをしていただいた赤煉瓦

倶楽部舞鶴の皆さんありがとうございました。 

来年度は、半田で全国大会が開催されます。全国から来る仲

間を、リニューアルオープンした半田赤レンガ建物で歓迎

しましょう。 

記）山口 

 

Bコース 

舞鶴引揚記念館→赤れんが博物館→神崎ホフマン窯 

 

引揚記念館では、引き揚げの歴史資料が展示しており、抑

留者たちの記録が見られました。現代にも伝わりやすいよ

うに抑留中の様子が記録画がとして描かれていました。今

はなき日本の戦争ですが記念館を訪れたことで、今後この

ようなことはあってはいけないと思わされました。赤レン

ガ博物館では、一階に煉瓦の歴史が綴られており、「煉瓦」

と一言でいっても多くの種類があり、各国での特徴がある

のだと知りました。そして、一番興味があった、れんが製造

の主流を占めたホフマン窯内部を再現されたものが紹介さ

れておりました。2階には舞鶴と煉瓦の関係であったり、実

際に煉瓦建造物がどの様につくられてきたを見ることがで

きたり、体験したりすることができました。「煉瓦」に興味

ひかれる博物館でした。 

最後に敦賀赤レンガ倉庫にお邪魔させていただきました。

半田赤レンガ建物と同じように今年からオープンすること

になった敦賀赤レンガ倉庫では一番印象に残っていること

は、レンガ倉庫をフルに活用し、中の雰囲気や作りがとても

心を暖かくしてくれる空間でした。やはり、ここでの一番の

展示物として巨大ノスタルジオラマが明治後期から昭和初

期の敦賀の街並みや人々の暮らしが見られ、本当にすばら

しいものを見させていただき、心に残りました。 

一日だけでしたが、とても「煉瓦」について触れることが

でき大切な文化であることに気付かされた体験になりまし

た。 

記）木村 

 

■ NEWS 04 

半田赤レンガ建物ガイト体験 

 建物管理団体の

ＪＴＢプロモーシ

ョンから赤煉瓦倶

楽部半田に対し

て、建物ガイドの

要請があり、１１

月８日ガイドを行いました。そもそも、常設展示室や建物ガ

イドを望む声が多くあったことから、11月 8日、試験的に

建物ガイドを引き受けました。 

 今回の体験によって来場者が満足して見学でき、最後に

は、おいしくカブトビールをお飲みいただき、お土産ビール

を買っていただく姿を拝見して、大変嬉しく思いました。 

記）小林 
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■ＮEWS 05 

ナヤマルシェに応援 

 平成27年10月10日,

昨年に引き続き名古屋

市中村区で納屋橋ナヤ

マルシェが開催されま

した。 

 昭和時代前半には、料

亭「鳥久」（火事消失後

マンション建設）、鶏肉

のすきやき「宮鍵」、ス

テーキの「スエ」うなぎ

料理の「イチビキ」などの各名店がならび会社帰りの会社員が良く利用してい

た場所である。現在」は、堀川を境にオフィスビルが建ち再開発中、飲食店が

並んでいます。 

 納屋橋ナヤマルシェ開催責任者の高山さん（高山額縁さん）は、明治から昭

和にかけて大変賑わっていた納屋橋付近をもう一度取り戻し、人を呼び込もう

と考えられました。その熱意に感動して赤煉瓦倶楽部半田はカブトビールの取

り扱いを許可し、カブトビールの販売応援をさせていただくことになりました。 

 納屋橋ナヤマルシェ応援メンバーは、理事長、理事２名はじめ、倶楽部員３

名（女性１名）、日本福祉大学 COA メンバーが朝から夕方まで販売応援した。

なかでも女性会員と COAの女子大学生は、赤たすき、赤前掛の和服で参加して

いただき、盛り上げていただきました。 

 カブトビールの売上結果は、もちろん予定数量完売でした。 

記）左右木・小林 

 

■今後の予定 

●蔵のまち雛まつり 

日時 平成２８年２月２７日(土)・２８日(日)、 

３月 ５日(土)・ ６日(日)  <４日間> 

場所 半田赤レンガ建物 

主催 赤煉瓦倶楽部半田 

時間 １０時~１７時(ｽﾀｯﾌ集合;２７日９:00、その他は 9:30) 

企画内容 

① ステンドグラス雛、ｶﾞﾗｽ雛、土雛の展示(クラブハウス C室) 

② 檀飾り(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 

③ 体験コーナー(積み木レンガﾞ、雛ペイント、花もち、親子で雛製作) 

④ 抹茶の提供(カフェ隣) 

⑤ カブトビールグッズ販売(前掛け、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、ﾎﾟｽﾀｰ、ｺｰﾋｰｶｯﾌﾟ、ｺｰｽﾀｰ等) 

 

●(社)赤煉瓦倶楽部半田 平成２７年度定時総会 

日時 平成２８年５月２１日(土)  １５:００～ 

場所 未 定(半田赤レンガ建物内で調整中) 

■ 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

煉瓦に関係するネットワークと連携

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、１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。  

■ 編集後記 
前回の舞鶴大会にも参加しましたが、他

の団体も様変わりしており、高齢化が進ん

でいるなぁと感じました。 

我々、赤煉瓦倶楽部半田も世代交代を

上手く進めていくことが今後の課題だと認

識しました。 

赤煉瓦倶楽部舞鶴の皆さんを始め、赤煉

瓦ネットワーク会員の方々にはたいへん楽

しい時間とおもてなしをしていただきあり

がとうございました。 

次回、半田大会は、舞鶴に負けないよう

全国の赤煉瓦ネットワークの皆さんをお迎

えしたいと思います。（Ｈ．Ｄ） 

 

■ 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。 


