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■ NEWS 01

甦れ！ 半田赤レンガ建物 ！！
改修直前大公開 ！！

■

第 22 回赤煉瓦ネットワーク全国大会（関門大会）

■

先進事例見学会～近江八幡編～

■

新春合宿

見納め公開終了後には「締めの会」を行い、開催にご協力

平成 27 年度より、赤レンガ建物は、倶楽部念願の常時公

いただいたボランティア、各出展者等の多くのご協力者頂

開が実現します。
それに先立ち 26 年度には建物改修工事を

いたみなさんと共に、未来への希望を込めた特大ケーキで

行いますので、10 月 5 日・6 日の 2 日間『改修直前大公開』

乾杯し、最後には馬場理事長より「半田赤レンガ建物は、

を開催しました。

永遠に不滅です。
」の言葉で締めくくられました。

思えば平成１４年に初めて赤レンガ建物を公開してから

いよいよこれからが、半田赤レンガ建物と当倶楽部の第

１２年。私たちは万感の思いで当日を迎えました。様々な

３ステージのスタートとなります。

企画で建物の公開を続け、半田赤レンガ建物の魅力とその

甦れ！！半田赤レンガ建物！ ～未来への希望を込めて～

重要性を愛知県内は言うまでもなく、全国へと広めてきま

（平岡記）

した。その集大成となる今回の『大公開』は、ミツカン様
所蔵の赤レンガ建物の棟札の展示などでグレードアップし
たお宝展、これまでの公開事業の足跡と倶楽部活動のあゆ
みなどを解りやすくパネル展示し、大勢の来場者に半田赤
レンガ建物をさらに知っていただきました。
また､建物を初公開した時の、記憶に残る企画「ものづく
り工房 2013」を開催し、中･高･大学生を含め、８団体によ
るガラス・泥だんご・木工体験などで子供から大人まで楽
しんで頂きました。更にはグルメコーナー・カブトビール
限定販売などなどは開場時間前から長蛇の列で、しばらく
の間 見納めとなる赤レンガ建物を大いに満喫していただ

特大ケーキ

きました。

ものづくり工房 2013

ビール売り場の大行列
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■ NEWS 0２

ました。NPO 法人のメリットは社会的信用が高まることと

先進事例見学会～近江八幡～

いう説明には納得しました。

今年度の先進事例見学会は、バスで近江八幡へ行
きました。目的は、かつて煉瓦を焼いていたホフマ
ン窯の見学です。また、戦前に活躍した建築家ヴォ
ーリーズの近代建築の保存運動をしている「一粒の
会」の話を「旧近江八幡郵便局」
（作品の一つ）で聞
き、
「近江兄弟社学園」の見学をしました。昼食は酒
蔵を改装したレストランでいただき、街並みやクラ
ブハリエ
（有名洋菓子店）
などの店を見てきました。
〈ホフマ
ン窯〉
大変立派な
煙突でした。中
のトンネルを見
学したとき、こ
こで昔レンガを

〈近江八幡の街並みについて〉
情緒あふれる歴史的建造物と、古民家を改装して営業し
ていると思われる現代のお洒落なカフェやショップなどが
うまく融合し、若い人も惹きつける街並みになっていたと
思います。

焼いていたのか
と思うと歴史を
感じました。焼
成技術継承のた
め、窯の中で積
まれたまま動か
されていない煉
瓦を見たときも

〈バウムクーヘンのお店（クラブハリエ）
〉
すごい行列でびっくりしました。行列に並んでいる人た
ちは女性が多かったのですが、雰囲気、服装、聞こえてき
た会話などから、半田の赤レンガに訪れる人達とは違うタ
イプの人達が多いと思いました。女性にも色々な人はいま
すが、グルメやスイーツの情報には敏感な人は多く、その
ためなら一時間行列に並んでも惜しいと思わない人もたく

感慨深かったで
す。見学者を受
け入れる施設と
しては、同じ煉
瓦の建造物でも、半田の赤レンガは恵まれた造りになって
いると思いました。
↑外観

焼成窯のトンネル↓

〈ヴォーリーズ建築保存再生運動 一粒の会〉
説明をしてくださった方が、本当にヴォーリーズ建築の
素晴らしさを伝えていきたいのだという想いがよく伝わっ
て、私自身もヴォーリーズ建築の素晴らしさに共感しまし
た。NPO 法人の会員の年会費が 1 万円というのは高くて驚

さんいます。
また女性同士の間で最も多く話題になります。

きました。もし半田の赤煉瓦倶楽部の年会費が 1 万円だっ

このような「話題になるショップ」という集客材料を半田

たら、私は初年度は赤レンガの良さや価値があまり分から

の赤レンガにも取り込むことができれば、今までは赤レン

なかったので、会員にならなかった可能性が高いなと思い

ガに興味がなかった人達も確実に赤レンガ建物を訪れるだ
ろうし、そのショップを呼び込んだ半田市の観光全体のイ
メージもより良くなり、トレンドに敏感な人からも注目を
集められると思いました。
（沢田記）
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■NEWS 0３

と旨い料理に酔いしれ、好評ふぐの唐揚げは、開始早々5

第 22 回全国大会（関門大会）
傘のいらないやや雨まじりの天候でしたが、半田からは
馬場理事長はじめ、総勢 8 名の大型参加となりました。

分でなくなってしまいました。
次回 2014 年の全国大会は富岡大会、
翌年は敦賀大会です。
そして 2016 年の全国大会に、半田は立候補しました。工事
が計画通りに終了できれば、実現できます。そのため、倶

道中、酒による脱落者は一人もなく開会式に参加し、大

楽部員、市の関係者の方々、工事関係者のかたにご協力を

会スケジュールに沿って進行されました。まず、NPO 法人

お願いしたいのであります。今、半田市は全国から注目さ

門司赤煉瓦倶楽部の笠橋理事長から、門司と下関との合同

れています。全倶楽部員ですばらしい全国大会をつくりま

大会の成功について挨拶があり、博物館明治村の鈴木館長

しょう！おもてなし！ （小林記）

の基調講演『日本人は、なぜ赤煉瓦に惹かれるのか』とい
うテーマで、興味深く建物紹介されました。次に当倶楽部
の馬場理事長が半田レンガ建物の保存活用についてパワー
ポイントを使って発表し、会場全体が良き成功事例として
盛り上がりました。これが後の建物番付再編成に寄与し、
前回の関脇から大関に昇進することができました。また、
九州大学の藤原恵洋教授司会進行による建物番付発表では、
九州内にある、重文、国史クラスの建物紹介があり、当日
最大のイベント大懇親会で多いに盛り上がる話題となりま
した。

英国領事館（改修工事中） 上下 2 枚

山口銀行本店
さて、懇親会では、ご当地下関のふぐ、新鮮な魚介類、
焼きカレーなどのおもてなし料理が提供され、美味しい酒

■ NEWS 0４

2013 年新春合宿

12 回特別公開のテーマについて活発に検討がなされま
した。結果、昨年初公開して大好評だった「2 階の再公開」

1 月 27 日、恒例の新春合宿が成岩公民館で開催されまし

と、特別展の「創建時からこれまでの建物の変遷」のパネ

た。参加者は 24 名で昨年よりは 6 名増でした。冒頭に長谷

ル展示が方向づけられました。開始からここまで 4 時間、

川会長、馬場理事長、ご来賓の竹内企画課長より挨拶が

第 1 部が終了しました。第 2 部の新年交流会は宮原副理事

あり、本題へ入りました。全国大会などの報告の後、企画

長挨拶、竹内企画課長乾杯で開始。夢にまで見た常時公開

課より 2015 年春の常時公開化に向け市の公式検討委員会

が目と鼻の先という状況の中、老若を忘れ、夢を追いかけ

を進めている旨の報告がありました。しばらく休憩の後、

る少年たちのようにあちこちで熱い議論が交わされていま

本日の主議題と位置付けている 2013 年の事業計画、
とりわ

した。このままではお泊りになってしまう？？宴たけなわ

け我々の手による特別公開としてはファイナルとなる第

ではありましたが、永田副理事長の中締めにて閉会といた
しました。皆さんお疲れ様でした。 （馬場記）
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■ 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

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■活動のあゆみと今後に向けて
理事長 馬場 信雄
思い起こせば、日本食品化工(株)が半田赤レンガ建物のある半田工場からの
撤退を発表したのは 19 年前の平成 6 年 6 月。
半田赤レンガ建物の行く末を案じ
た横浜・舞鶴を中心に全国の赤レンガ建物の保存・活用とまちづくりをめざす
「赤煉瓦ネットワーク」の代表の方々が 8 月に半田に来訪し、市内外の有識者・
官民の関係者と意見交換をしました。
しかし、その後売却交渉がまとまらず、ついに工場・建物の取り壊し開始。
取り壊しが東側 4 階建部分から 5 階建部分に移ろうとしていた時、半田市は急
遽購入の意向を固めました。取り壊し工事は中断、その後議会を含め紆余曲折
の末、平成 8 年半田市が購入しました。
そして、平成 8 年 8 月に赤レンガ建物と敷地全体の活用を検討する（仮称）
赤レンガファクトリーパーク整備計画検討委員会が立ち上がり、平成 10 年 3
月に市長に基本計画案が答申されました。しかし、一方では購入までの間の紆
余曲折の後遺症がまだまだ残っており、予断を許さない状況でした。そこで検
討委員会の有志が集い「半田赤レンガ建物の保存」を目的に平成 9 年 9 月に「半
田赤レンガ倶楽部」が発足しました。当時は半田赤レンガ建物の中へは一切入

［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

れず、産業まつりやＪＣデーなどへ出店し、建物外で赤レンガ建物の魅力を伝

［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。

ンガ建物を市民に公開することになりました。私どもにとっては革命ともいえ

■ 集後記
無事改修直前大公開が終了し、当倶楽部
は今まで関わったたくさんの人の夢と希
望を胸に、次のステップへ進みます。
100 年前を 100 年先へ。
甦れ！！半田赤レンガ建物！
～未来への希望を込めて～

える活動をしてきました。
それから 5 年後の平成 14 年、半田市が市政 65 周年を迎え、初めて半田赤レ
る大きな前進でした。
私どもの活動は第 2 ステージに入ったと認識し、
「貴重な
旧カブトビール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」を主な活動目的として「赤煉瓦倶楽部半田」へと改称し再結成を図
りました。
それから公開は年を重ね、回を重ね、本年で 12 年目を迎えました。その間、
国の登録有形文化財に登録され、
またカブトビールの復刻という話題性もあり、
広く市内外、
全国の方々に半田赤レンガ建物の魅力を伝えることになりました。
そして、長い間待ち望ん
でいた「本格活用、常時公開」
がいよいよ平成２７年春に実
現する運びとなりました。私
どもは万感の想いです。今後
は平成２７年春まで改修工事
のため当建物には入れません。
平成 27 年春の常時オープン
を楽しみにしたいと思います。
トップ記事にもあるとおり、私どもの活動は今後第 3 ステージに入っていき
ます。平成 25 年 4 月 20 日開催定時総会において事業計画を提案しご承認して
いただきました。
その中の基本方針では平成 27 年 4 月から予定されている常時

（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。

OPEN に向け、当倶楽部は指定管理者にはならず「倶楽部の本来の目的を達する
ために事業サポーターとして強力な活動を推進していく」ことを宣言させてい
ただきました。今後の活動内容に関して現在理事会においてケンガクの議論を
しています。新春合宿で会員の皆様からご意見をいただきさらに内容を煮詰め
4 月の定時総会に提案したいと思っています。今後ともご支援、ご協力をお願
いいたします。
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