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～一般社団法人誕生！！～ 

平成 27年度の活動に向けて 
平成26年１１月２３日に開催された臨時総会で、任

意団体から法人へ移行することが承認され、１２月１日

付けで一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田が誕生いたしまし

た。 

法人になっても何ら目的とするところは変わりません。

「貴重な旧カブトビール工場の半田赤レンガ建物及び明

治の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」を目指していきます。 

本年は当倶楽部として待ちに待った常時公開実現の年

です。指定管理はＪＴＢプロモーションが行いますが、

当倶楽部はＪＴＢに対して、上記目的を叶えることには

全面的に協力支援を行いますが、そうでないことには苦

言を呈し本来の姿へ軌道修正をさせるような活動をして

いく所存です。そのためにも、ますます会員の皆様のご

協力、ご支援が必要となります。 

現在法人としての組織、運営の仕方、役割に関して検

討をしている最中です。４月から新年度を迎え、５月に

定時総会を予定していますが、それまでには運営体制、

事業の内容を固めたいと思っています。 

会員の皆様にとって、さらに魅力ある倶楽部にしたい

と思っていますので、ぜひご協力をお願いしたいと思い

ます。（馬場記）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

法人化に向け、臨時総会開催！！ 

赤煉瓦倶楽部半田の前身「半田赤レンガ倶楽部」を結

成させて以来 17 年、「貴重な旧カブトビールエ場の半

田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」

を目的

に活動

し続け、

待ち望

んでい

た常時

公開が

実現されることとなりました。 これに伴い半田赤レン

ガ建物は、指定管理業者に建物の管理、運営が委託され

ることとなり、これまで任意団体であった赤煉瓦倶楽部
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半田は、新たなステージで成すべき目的のために一般社

団法人格を所得することとなりました。 

平成26年11月23日 、ビアシティ南知多にての

臨時総会で、半田市長および企画部長、企画課の皆さん、

ならびに税理士の筒井先生をご来賓にお招きし、赤煉瓦

倶楽部半田が一般社団法人となる意義、目的等を理事長

より説明し、会員の皆さんにご理解いただき、全員一致

にてご賛同をいただきました。 

今回の臨時総会の決議により、12月1日より正式に

一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田となる運びとなりました。

その後の懇親会にて、皆さんと共に生カブトビールにて

祝杯を挙げ、長谷川会長には これまでの功績をたたえる

感謝状を贈呈させていただきました。 

 一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田は、新たなステージに

て新たな目的をもって活動を続けます。（平岡記） 

 

 

■ ＮＥＷＳ 3 

先進地事例見学会～岡崎編～ 

今回の見学会は、平成26年9月、岡崎市内における

重要・登録文化財を視察することになった。半田赤レン

ガ建物の耐震工事が進んでおり、建物内での活動が制限

されるため、半田市外の文化財を見学することで、会員

の共通の知識を向上することとしました。 

中でも、岡崎信用金庫資料室は、戦争中、室内が火災

消失したにもかかわらず、東海銀行、岡崎信用金庫、岡

崎市商工会議所の努力によって、みごと当時の姿に復元

さました。現在、貸しホールとして展示、音楽会などに

利用されています。岡崎市は、年に一度のジャズ祭地と

して有名にな

ってきていま

す。 

カクキュ

ウの展示は、

原寸大の人形

が仕事風景を

再現しており、

味噌作りの大変さが伝わってきました。また、大型ボイ

ラーは、玄関先にモニュ

メントとして展示されて

いました。 

その後、旧額田公会堂

を視察した。ホールは、

競り上がり式の舞台とな

っており当時の面影が印象的で、使用方法は、検討中と

か。市民団体の協力が得られないのが残念に思いました。 

 物産館は、ルネッサンス様式を用いた装飾が印象的で、

現在は、物置として使用されていますが、風通しもなく

この先が不安に思いました。 

本田邸は、徳川家康の家臣、本田忠勝の子孫の別荘を

東京より移築

されたもので

す。調度品を

はじめ贅を尽

くした建物で、

1F2Fの廊下

には、消火栓

があり、明治

期の設計としては意外でした。また、温水ストーブも配

置され現代でも十分生活できる建築物でした。（小林記） 

歴史と文化のあるものに対して、保存・活用への大変

さと文化財の魅力を感じた。来春修復オープンの半田赤

レンガ建物、旧中埜家住宅にあっては文化財の魅力の重

さが感じられることを期待したいと思います。（平山記）
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■ ＮＥＷＳ 4 

第２３回全国大会（富岡大会） 

 

平成26年11月8日（土）～11月9日（日）に群

馬県富岡市で開催された 2014 年赤煉瓦ネットワーク

全国（富岡）大会に参加しました。赤煉瓦ネットワーク

は、京都の舞鶴、横浜、我ら半田など各地で赤煉瓦建築

物の保存と活用に取り組む団体のつながりで、北は北海

道、南は宮崎県までの 28 団体、約 1,100 人の会員か

ら組織されています。平成３年年の設立以降、毎年各地

で開催される赤煉瓦ネットワー全国大会は、今回で第

24 回を数える歴史ある大会です。富岡では平成１１年

に第9回大会が開催されており、今回は富岡製糸場の世

界文化遺産の登録・国宝内定で湧く中での2度目の開催

ということになりました。 

 

初日は天候にも恵まれ、赤煉瓦倶楽部半田の総勢 16

名は朝7時過ぎに知多半田駅前に集合、富岡市に出発し

ました。行程は中央自動車、長野自動車道、上信越自動

車道と約6時間の長距離ドライブとなりましたが、小林

理事はじめ理事の皆様にお心遣いをいただき快適なもの

でした。また新米の私にとっては先輩方からじっくりお

話を伺うことができ、貴重な時間を過ごすことができま

した。 

 

全国大会の会場・宿泊先は、富岡 IC降りてすぐのホテル

アミューズ富岡です。馬場理事長から事前に伺っていた

とおり、赤煉瓦倶楽部半田の参加者数は群を抜いており、

さらに全員着用で臨んだ銀色のジャンパーが存在感を際

立たせていました。 

間もなく第1部として、赤煉瓦ネットワークの内藤事務

局長の開会宣言、岩井富岡市長のご挨拶からシンポジウ

ムが開始となり、映画「ニッポン近代化遺産の旅」の上

映、富岡製糸場総合研究センター所長 今井幹夫先生によ

る基調講演「世界遺産の富岡製糸場の歴史と文化」、参加

団体の活動報告 

とプログラムか進みました。 

 

シンポジウムでは、あらためて自分が基本を知らないこ

とに気づかされました。例えば赤煉瓦の積み方の種類。

様々な積み方がある中で、日本では先ず壁の表面が華麗

な柄となる「フランス積」が、その後は比較的強度が高

く使用数が少なくて済む「イギリス積」が多く使われて

きたこと、1872年にフランス人技師の技術を導入して

建築された富岡製糸場は「フランス積」である一方、

1898 年に建築された半田赤レンガ建物はユニフォー

ムの図柄どおりの「イギリス積」であることを今さらな

がら知りました。そして赤煉瓦建築の特徴が当時の日本

や関連諸国の政治や経済、文化、地域の特色などを色濃

く反映したものであること、赤煉瓦ネットワークの各団

体はその歴史と文化的価値を生かし、まさに温故創新の

まちづくりに奮闘されていることを目の当たりにしまし

た。この間、活動に関わらせていただいている日本福祉

大学半田赤レンガ建物保存活動委員会（COA）の学生た

ちにも、追々学習会などでこうしたことを伝えていけれ

ばなと思いました。 

 

 

第2部は同ホテルでの大懇親です。各団体及び参加者の

自己紹介、次回の大会開催地となった赤煉瓦倶楽部舞鶴

への大会横断幕引き渡しセレモニー、（恒例の？）内藤事

務局長作詞・作曲大会歌「きらめく富岡製糸場をめざし

て」の披露などで大いに盛り上がりました。赤煉瓦倶楽

部半田からは知多酒の PR が行われ、大好評を博したの

は言うまでもありません。また再来年の開催地は我が半

田、その次は敦賀に決まりました。大懇親会の後は富岡

の町で赤煉瓦倶楽部舞鶴、TAHP（敦賀）の皆様と2次

会をもち、カラオケでも鎬を削りました。 
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翌 2 日目の見学会は、富岡製糸場から始まりました。

日曜も重なり、開門前から団体・個人の行列が遠く向こ

うまで続いて

いました。年

間来場者年間

100 万人突

破が確実とな

っているだけ

あり、ボラン

ティアガイド

さんの運用は工夫されており、説明もわかりやすいもの

でした。一方で公開エリアの拡張、安全対策やトイレの

整備、そのための莫大な経費など、今後の課題が浮き彫

りになっていることも知りました。また大量の観光客は

富岡に宿泊している様子がなく、昼間の土産物屋は活況

を呈しているものの、夜の街は静かでした。この機会を

活かすまちづくりは、これからが正念場のようです。 

 

その後一行は、バスで安中市に移動し、旧国鉄碓井線の

眼鏡橋とトンネル群、旧丸山変電所を見学しました。眼

鏡橋（碓氷第三橋梁）は、1893年に竣工した碓氷川に

架かる国内最大の煉瓦造り4連アーチ橋で、他の橋梁や

旧丸山変電所とともに「碓氷峠鉄道施設」として、重要

文化財に指定されています。眼鏡橋の上は遊歩道として

歩くことができ、ガイドさんの説明を受けながら橋梁や

トンネルの煉瓦、美しい紅葉を堪能し、歩きました。適

度な運動の後にいただいた「おぎのや」の峠の釜めしは

最高でした。 

1912年に建設された旧丸山変電所はJR横川駅方面に

向かう遊歩道の途中、まるやま駅の横にありました。も

ちろん赤煉瓦造りで、かつて機械室や蓄電池室であった

であろう内部を見学できました。変電所までは片道 15

分、残念ながらシトシト雨となりましたが頑張って往復

し、全プログラムが修了しました。 

今回初めて全国大会に参加させていただき、各団体参加

の情熱を間近に感じるとともに、内藤事務局長、富岡青

年会議所の大井田様はじめ事務局の方々の念入りな準備

ときめ細かなご配慮に大いに感銘を受けました。2016

年の半田大会ではきちっとお返しがしたい、できれば

COA の学生とともに「お・も・て・な・し」ができる

といいなと思いつつ、半田への帰路につきました。 

（中野記） 

■ ＮＥＷＳ 5 

納屋橋でイベント 

～倶楽部へのラブレター～ 

平成２６年 10 月 11 日～12 日、納屋橋一帯で開催さ

れた「ナヤマルシェ」に、両日で計20名の倶楽部員が

応援に行った。旧加藤商会

ビル1階のギャラリーでは

3週間にわたり「納屋橋と

カブトビール展」と銘打ち

ポスター・看板・半てんな

どを展示。また、遊覧船が発着する乗り場近くでナヤマ

ルシェ実行委員会が生カブトビールの販売を行ったが、

そのテントの前で倶楽部員は来場者に半田赤レンガ建物

のＰＲとカブトビールのウンチクを伝え、大いに販売促

進に協力（自家消費の人も沢山）をした。宣伝は余り行
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き渡っていないようだし、名古屋まつりと重なっている

し、本当に人が来てくれるのかと不安だったが、さすが

大都市名古屋。夜にかけ、不安を吹き飛ばすように多く

の来場者があった。そして、なによりもカブトビールを

おいしいと言ってくれ、また半田赤レンガ建物に興味を

示してくれ、大きな成果があったと思う。 

さて、話は前後するが、また何で納屋橋だったのか？

実は6月に、半田市企画課を通じ納屋橋のまちづくり関

係者と名乗る方から一本の電話があった。内容は10月

開催のイベントにカブトビールを販売させてほしいとい

うことだった。カブトビールは原則赤レンガ建物の中で

販売することになっているためすぐ断った。それで済ん

だと思っていたが、しばらくして手紙が来た。差出人は

高山額縁の高山氏。あまり読みたくもなかったが、それ

では失礼になるため一応目を通すことにした。それによ

ると、納屋橋の歴史的な景観を残し、まちの賑わいをと

りもどそうとするボランテイアの団体で、昨年納屋橋が

架橋以来100年を迎え大々的なイベントを行ったこと。

そして今年は 101 年目で新たな視点からのイベントを

企画したいと思っていること・・・と続いている。さら

に文章は続く。その冒頭に「まさに私たちが納屋橋の歴

史をさかのぼる際に絶対に無視できないのが、昭和初期

納屋橋端に位置したカブトビール名古屋支社さんで

す。・・・納屋橋と半田市様との深いご縁を感じ・・・納

屋橋と、歴史的に大変貴重な建造物である半田赤レンガ

建物さんとの関係を、納屋橋エリアにおける魅力的な歴

史的お宝として広く発信したい・・・。そのためにカブ

トビールを販売したい・・・。」と書いてあった。そこま

で読終わった時、久しぶりに何か熱いものがこみ上げく

るのを感じた。この発信人の感性は我々倶楽部と共通す

るものがある。本当に納屋橋にほれ込み、純粋にまちお

こしをしたいと思っている人に違いないと思った。翌日、

高山氏に電話し、カブトビールの販売を許可すること、

許可する以上我々のことも深く知ってほしいと伝えた。

7月に入り彼を中心に来半。 

半田赤レンガ建物を案内した。彼らは建物の威容に、た

だただ驚嘆するばかりだった。お互いラブラブの中、倶

楽部より、10 月のイベントに全面的に協力することを

伝えた。彼らからは、これを機会に毎年開催させてほし

いとの要望が出、我々は快諾をした。半田赤レンガ建物

には名古屋の人を、納屋橋には半田の人を。相乗効果に

なればいいと思った。今回の手紙、まさに恋人からもら

ったラブレターのようだ。純粋で心がこもった情熱は必

ず通じるものだ。大変いい経験をさせてもらった。（馬場

記） 

■ ＮＥＷＳ 5 

改修中の建物を空から 

ラジコンヘリで撮影！！ 

半田赤レンガ建物改

修工事がH26年7月

から着工された。施工

は清水建設。倶楽部は

Ｈ26 年事業計画・調

査研究事業の一つとし

て建物再生工事の記録を掲げている。再生工事前の記録

写真は、3/29、5/11、6/14 の計 3 回にわたり撮影

した。残った課題は耐震工事の記録である。9月定例理

事会で小林理事が、NPO 法人 ASCoT よりラジコンヘ

リコプターで建物を空から撮影する件の提案を受けてい

るとの報告があった。審議の結果承認をし、11 月 27

日に実現することになった。天気を心配したが幸い快晴。

参加した理事は、ヘリコプターから送られてくる画像を

興味津々で見つ

めた。建物のス

レート屋根はす

べて剥がされ、

木組みの梁がむ

き出しになって

いる状況がリア

ルに映し出されていた。その後、建物内に入り、耐震工

事のメインでも

あるコアボーリ

ング風景を撮影

した。建物の特

徴でもある厚い

壁に約 300 本

もの鉄筋を挿入

して、耐震化す

るものである。この工事は、日本でもまれな工法である

ことから、近代化産業遺産耐震技術工法として、後世に

残していける技術となることでしょう。（小林記） 
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  今後の事業計画 
 

（1）蔵のまち桃の節句へ出店  

①  日時：２月２８日（土）～３月１日（日）  

②  時間：10 時～16 時  

③  場所：クラシティ半田 1 階  

 

（2）白モッコウバラフェスティバルヘ出店  

①  日時：４月１８日（土）～１９日（日）  

②  時間：１０時～１６時（予定）  

③  場所：小栗邸隣り駐車場  

 

（3）蔵のまち端午の節句へ出店  

①  日時：５月３日（土）・４日（日）・５日（月）  

②  時間：１０時～１６時（予定）  

③  場所：小栗邸隣り駐車場  

     

（4）一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田定時総会  

①  日時：5 月下旬（予定）  

②  場所：ビアシティ南知多（予定）  

③  時間：未定（４月下旬に案内します）  

④  内容：2014 年４月１日～１１月 30 日決算  

並びに。  

2014 年１２月１日～2015 年３月 31 日決算  

 

（5）蔵のまち七夕へ出店  

①  日時 :７月４日 (土 )～５日 (日 ) 

②  時間：１０時～１６時（予定）  

③  場所 :小栗邸隣り駐車場（予定）  

 

 

※法人化への移行に伴い、名称・事務所等が下記の通り変更され  

ました。  

①  名称：一般社団法人赤煉瓦倶楽部半田  

②  代表者：理事長  馬場 信雄  

③  事務所：  

      （住所）〒475-0836 

           半田市青山 5-2-14 

      （℡/fax）0569-24-4324 

④  e-mail：redbrickhanda@yahoo.co.jp 

⑤  ホームページ：  

http://www.akarenga-handa.jp 

 

■ 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。 

■ 編集後記 
Ｈ6 年日食撤退発表・建物一部取り壊

し・議会紛糾・・・Ｈ8 年半田市購入。

その後も・・・・・・・・。 

Ｈ14年建物一般公開開始。その後12年

間にわたり公開事業を通じて、ただひた

すら歴史的・建築学的、そして起業家精

神を訴え続けてきた。ようやく実を結び

7 月から常時公開となる。万感の思いで

す。ただ長い時間感傷に浸っている時間

はない。倶楽部は新しいステージに向か

って、挑戦を続けていく。この建物を遺

してよかったと全市民のみなさんに心か

ら思っていただく日が来るまで。（馬場） 

            

mailto:redbrickhanda@yahoo.co.jp
http://www.akarenga-handa.jp/

