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■ NEWS 01 

～第 11回 半田赤レンガ建物物特公開 ～ 

秘密の扉がまた一つ開かれる ！ 

赤レンガ建物 2階初公開 

今年で 11回目となる特別公開は 5月 3日と 4日に「秘密の

扉がまた一つ開かれる！赤レンガ建物 2階初公開」と銘打

って行われました。2階の公開は 1日 500名の限定、希望

者に整理券を配布し 20名一組でご案内しました。2階では

醗酵室の扉や木製の昇降機そして増築部分のコルクの壁

等々、皆さん興味深く見学されました。 

1 階では恒例のお宝展示、来年に生誕 100 周年を迎える

新美南吉の紹介、10月に開催の第 7回はんだ山車まつりの

PR展示を行いました。 

赤レンガグッズ販売やカブトビール販売に加え、ドイツ

パン販売や赤レンガダミエの限定販売そして政七屋さんの

赤レンガはんぺいも販売、商工会議所女性会によるスカー

フ販売等人気を博しました。公開期間中には、亀崎祭りと

JR ハイキングもあり、天候に恵まれて、2 日間で約 6,800

名の方に見学頂きました。 
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■ NEWS 02 

第 21回全国大会（敦賀大会） 

2012年11月24・25日に倶楽部から4名が参加しました。

敦賀の赤煉瓦倉庫は、明治 38年紐育（ニューヨーク）スタ

ンダード石油の石油備蓄倉庫として使用されていたもので、

保存活用の第 1ステップである基礎・建物耐震化を終えて

おり、第 2ステップの活用方法の検討に入っています。半

田赤レンガ建物も早く耐震化をしなければならないと思い

ました。 

敦賀県立高校の生徒で、県外に就職することが決まった

高校生が、何年か後にはふるさと敦賀に戻り、町の発展の

ためボランティアで力を注ぎたい・・・との想いを込めて

の発表がありました。私たちも現在の中高校生たちに赤レ

ンガ建物を通じて「ふるさとの心」を知ってもらいたいと

思いました。 

（小林記） 

 

石油備蓄倉庫 （耐震化済） 

 

旧大和田銀行現敦賀市博物館 （耐震・保存工事中） 

 

【参加者の感想②】 構想実現にむけた取り組み 

敦賀大会は、敦賀市～長浜市鉄道開通 130周年、敦賀～

ウラジオストク定期航路 110 周年、欧亜国際列車運行 100

周年の記念の年に開催されておりました。建設されてから

100有余年の県登録文化財「赤レンガ倉庫」の資源活用が、

同市の中心市街地活性化に向け、「金ヶ崎周辺整備構想」で 

【参加者の感想①】 

近代化遺産の保存と活用に動き出した敦賀の「意気込み」 

近代交通の要所としての港と東京・敦賀港を結ぶ「欧亜

国際列車」が走る鉄道によって発展した敦賀。海と山に囲

まれた地形がより多くの近代化遺産を生んだと言えます。

近年その遺産が老朽化で失われていく中、市民の熱い支持

もありその保存と活用が動き出したことは喜ばしい限りで

す。今大会で敦賀の「意気込み」を感じたのは行政・市民

団体による近代化遺産の保存と活用による観光客の呼び込

み、街の活性化についてのとりくみです。その印象例とし

て、松本零士氏の銀河鉄道 999のモニュメントがづらり並

んだシンボルロード、改修中の旧大和銀行本店、現市博物

館、かつて石油と昆布の貯蔵庫赤煉瓦倉庫等があげられま

す。最後に内部装飾・陳列がみれず残念でしたが、市博物

館の改修後が楽しみだと想ったのは私だけでしょうか？         

（平山記） 

 

ランプ小屋 

 

市立博物館内／舞台 

 

 

検討されていました。 

同構想は、敦賀港の雰囲気や、郷土への愛着、異国情緒

を味わうことのできるノスタルジーな空間と、赤レンガ倉

庫やランプ小屋といった歴史的施設を有した金ヶ崎全体を

博物館に見立てたミユージアム空間を目指しています。 

同構想実現に向けて、市民をはじめ、経済団体、商店街、 
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■ NEWS 03 

第７回はんだ山車まつり 

 

カブトビールの風船も、塔も旗もできた。ニューバージ

ョンの 3本入りのケースもできた．気合いは十分だ。53万

人の観光客の皆さん、さあいらっしゃい！ 

台湾からかなえちゃんも応援にかけつけてくれたよ。 

10月 6・7日の第 7回山車まつりは、山車会場も赤レンガ

建物も『ほんとに』多くの人たちにおいでいただき、大い

に盛り上がり、5 年前の山車まつりとはひと味違った雰囲

気のなかで幕を閉じました。 （永田記） 

 

 

 

 

 

 

まちづくり団体などの民間人が関わっており、その中で、

20～30歳代の女性の視点で、町家を活かした飲食店などテ

ナント事業がすすめられていました。やはり、多くの市民

が関わる事により、観光客へのおもてなしの気持ち、市民

自らが愛する楽しい町になっていくのではないかと思いま

した。 

同大会の懇親会では、赤レンガに捧げる熱い思いの参加

者が多くみえましたが半田も負けていないぞ！！（竹内記） 

 

■  

■ NEWS 04 

生カブトビールフェスタ ！ 

 

7月 28・29日の両日は、年にたった一度だけ生カブトビ

ールの飲める、その名も「生カブトビールフェスタ」！ 

猛暑の中、赤たすき赤前かけの美女からもらえるキンキ

ンに冷えたビールは最高！ドイツミュンヘンのオクトーバ

ーフェストに対抗して、日本の半田のカブトビールフェス

タを世界で最も有名なビール祭りに育て上げるぞ！！  

（堀嵜記） 
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■ NEWS 05 

はんだ蔵のまち桃の節句 

 

『はんだ蔵のまち桃の節句 』の開催期間 2012年 2月 24

日（金）～3月 4日（日）のうち、2月 25・26日、3月 3・

4 日に半田赤レンガ建物の一般公開をしました。花ふとこ

ろ餅が蔵のまちを彩るなか、同時期にクラシティ半田 3階

ホールで開催された招鶴亭文庫の企画展「醸しの半島、知

多 其の壱・酒づくり 酒とビール」では、酒とビールに焦

点をあてて、この醸造地帯発展のようすを古文書や、さま

ざまな歴史資料で紹介。カブトビールに興味があって来場

された方が、赤レンガ建物にお越しいただき実際に様子が

わかるよう「赤レンガ建物」の展示室１では、赤レンガ建

物の概要、３つの意義、１階から５階までの紹介、レンガ

の構造などをパネルで紹介。展示室２では赤レンガ建物で

明治から作られていたカブトビールについて、パネルやお

宝品で紹介。展示室３では平成 14年度からの公開の軌跡を

パネルで紹介しました。 

桃の節句にちなんだガラス雛、ステンドグラス雛、乙川

人形土雛の展示。復刻カブトビールの限定販売。中でも、

赤煉瓦スイーツ第 1弾！赤煉瓦ダミエが、大好評でした。 

（榊原記） 

 

 

赤煉瓦スイーツ第 1弾！ 赤煉瓦ダミエ 

 

■ NEWS 07 

第５７回 愛知県消防操法大会 

7月 21日（土）市職員駐車場にて第 57回愛知県消防操

法大会が開催されました。県内から多くの消防団の皆さん

が日ごろの訓練の成果を競った。そんな皆さんをおもてな

しするべく、我がカブトビールをはじめ 10店舗が出店した。

好天に恵まれ暑い日になったため、冷えたカブトビールが

多くのの団員の方に喜ばれました。 

この日は、左右木理事の力作であるかっこいい看板もデビ

ューしました。残念ながら、市内の消防団は、優勝できな

かったけれど、気持ちいい 1日だったと思います。 （永

田記） 

■ NEWS 06 

はんだ蔵のまち七夕の節句 

 

2012年から、はんだ蔵のまちのイベントは節句の名前で

開催することになり、7月 7・8日に開催されたはんだ蔵の

まち「七夕の節句」にあわせて、赤レンガ建物を一般公開

しました。 

初日には半田市内の児童センターから寄せられた絵手紙

短冊を飾ったり来場者に七夕飾りを作って頂いたり、「新

美南吉おはなしの会」の方々による、移動紙芝居もご披露

されました。親子の楽しい笑顔が印象的でした。 

また、赤煉瓦スイーツの第 2弾として、カブトビールゼ

リーも大好評でした。 

中学生のボランティアも一生懸命頑張って下さいました。

次の若い世代の方々が、「赤レンガのイベントは楽しかっ

たね」と興味を持ってくださり、大切な赤レンガ建物の保

存に賛同して頂けると、うれしいですね。  

（新海記） 

 

 

 

 

 

赤煉瓦スイーツ第 2弾！ カブトビールゼリー 

 

 

 

「新美南吉おはなしの会」による移動紙芝居 
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■ NEWS 08 

～平成 23年度総会～ 

『いよいよ動き出すとき』 

 

私たち赤煉瓦倶楽部半田は、赤レンガ建物の本格活用へ

向け、その運営受託団体として相応しいＮＰＯ法人化体制

を整えるため、本年度総会より官庁と同じ決算期の 4月総

会として再始動いたしました（1、2 号議案）。また、本年

度事業報告では、これまで閉ざされていたハーフティンバ

ーの窓と扉が復元され、ようやく赤レンガ建物の明るい未

来を予感する光と風が差し込む中での記念すべきに第 10

回特別公開・組織強化事業等の詳細な報告とその決算及び

財産目録の承認がされました。 引き続き 3、4号議案の 24

年度事業計画案および予算案では、第 10回特別公開のハー

フティンバーの扉に続き、第２弾となる新たなるステージ

として、５月の第 11回特別公開事業で「秘密の扉がまた一

つ開かれる！」をテーマに、これまで非公開であった赤レ

ンガ建物２階を初公開することが提案されました。この議

題では、できるだけたくさんの一般市民の見学者を安全か

つ効率的に公開するための活発な議論が行われました。ま

た、10月には 5年に一度のはんだ山車まつりに伴う公開・

半田市の赤レンガ建物の本格活用に向けた３ヵ年実施計画

の予算化に伴う調査研究事業等いよいよ動き出す活用計画

等々､これからの赤煉瓦倶楽部半田に託される役割に期待

と責任の重さを実感する総会でした。 

その後の懇親会では、藤本副市長・丸山先生を始めたくさ

んのご来賓を囲み、生カブトビールを味わいながら、実現

化される赤レンガ建物の活用計画にそれぞれの思いを語り

会いました。  

（平岡記） 

 

 

 

 

ある日の赤レンガの風景 

■ NEWS 09 

2012年新春合宿 

 

1月22日恒例の新春合宿が成岩公民館で開催されました。

参加者は 18名で昨年の約 6割と少しさびしい状況でした。

まず冒頭に長谷川会長挨拶、馬場理事長挨拶、そして水野

企画部長の来賓挨拶があり、本題へと入っていきました。

まず 2011年の総括があり、続いて会計報告、全国大会の報

告がありました。さらに永田副理事長より倶楽部を取り巻

く動きに関して、市企画課より赤レンガ建物の現状並びに

今後の動向について報告がありました。しばらく休憩の後、

本日の主議題と位置づけている「2013年の事業計画、とり

わけ特別公開のテーマ」について各位口角泡を飛ばすほど

の熱い議論を行いました。結果、特別公開の主テーマとし

て「2 階を初公開すること」が方向づけられました。開始

から 4時間が経過。ここで第一部が終了。そして、15分の

場面づくりの後、第二部新年交流会へ移りました。赤レン

ガ建物の本格活用の道筋がかなり明確になってきた状況を

踏まえ、一家言を持つ個性的な会員の皆さんが、アルコー

ルの勢いもあり今後に向けて熱い想いをぶつけ合う場面が

あちらこちらで見受けられました。 

皆さん本当にお疲れ様でした。        （馬場記） 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

■2013年事業計画（理事会案） 

※ 正式には新春合宿で決定します 

 

① 2/23（土）、24（日）、3/2（土）、3（日）  

はんだ蔵のまち桃の節句 

（招鶴亭文庫特別展） 

 

② 4/20（土） 

定時総会、交流会 

 

③ 5/ 3（金）～  4（土） 

第 12回特別公開 

 

④ 7/ 6（土）～ 7（日） 

はんだ蔵のまち七夕まつり 

 

⑤ 8/ 3  (土)～4（日） 

生カブトビールフェスタ 

 

⑥ 9/21（土）、22（日）、23（月）、28（土）、29（日）、10/5（土）、6（日） 

      童話の村秋まつり一般公開 

 

⑦ 11/下旬～12/末 

イルミネーション 

 

⑧ 期日未定 

全国大会（下関・門司） 

 

 

 

  

冬の祭典 イルミネーション 

■ 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］ 

・貴重な赤レンガ建物（旧カブトビール

工場）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 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 

 
いよいよ赤レンガ建物の本格活用が目

前に迫ってきました。これまでの経験を

生かして、たくさんの方に「赤レンガ建

物ってすごい！」と思っていただけるよ

うにしたいですね。 

 

 
 

（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。 


