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10:00〜16:00

（日）

先月に引き続き木製アーチ扉を作ります！赤れんが商家の維持管理のため、建
物のお手入れや庭のお掃除なども行います。短時間だけでも大歓迎！

汚れても構わない服装でお越しください。軍手があればお持ちください。申し込みはお
電話、メール、Facebookで受け付けていますが、当日の参加も歓迎いたします。昼食は
500円でご用意します。申し込み：080-1432-4947（北山）　※雨天でも実施予定です。

＜12:00〜16:00＞1 1 27（土）

パンケーキをこよなく愛するメンバーが工
夫をこらしながらつくるパンケーキの日。赤
れんが商家の雰囲気やマスター、和裁士さん
との会話を楽しみにおいでませんか？
(活動支援金の寄付にご協力お願いいたします。）

着物を着るには長襦袢への半衿つけが必要です。半衿つけに自
信がない！という方を対象に、半衿つけ教室を行います。 
お喋りしながら着物を楽しみましょう。
持ち物：長襦袢・半衿(お持ちでない方はご相談ください）
参加費：千円 　参加者：２名まで 申込：090-2829-2162(和裁士ろくぼ)

絹の手縫い糸で手編み
された「atelier_nagomi」
のアクセサリーも展示・
販売しています！

AKAOKAWARABAN   Vol.71

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌
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途中まで作業をしてい
た扉！今月で完成を
目指します！

完成
イメージ図！

手縫いをはじめてみませんか？
チク

チク

〜半衿講座〜

和裁カフェで
着物デビュー
しませんか♪





26
12

10:00〜16:00（日）

一年のしめくくり！大屋根の工事にもそなえて、
赤れんが商家の棚卸しを行いたいと思います！

汚れても構わない服装でお越しください。軍手があればお持ちください。
申し込みはお電話、メール、Facebookで受け付けていますが、当日の参加
も歓迎いたします。昼食は500円でご用意します。
申し込み：080-1432-4947（北山） ※雨天でも実施予定です。

＜12:00〜16:00＞12 11 （土）

パンケーキをこよなく愛するメンバーが工
夫をこらしながらつくるパンケーキの日。赤
れんが商家の雰囲気やマスター、和裁士さん
との会話を楽しみにおいでませんか？
(活動支援金の寄付にご協力
お願いいたします。）

着物を着るには長襦袢への半衿つけが必要です。半衿つけに自
信がない！という方を対象に、半衿つけ教室を行います。 
お喋りしながら着物を楽しみましょう。
持ち物：長襦袢・半衿(お持ちでない方はご相談ください）
参加費：千円 　参加者：２名まで 申込：090-2829-2162(和裁士ろくぼ)

絹の手縫い糸で手編み
された「atelier_nagomi」の

アクセサリーを
展示・販売しています！

AKAOKAWARABAN   Vol.72

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

2021
12月号

手縫いをはじめてみませんか？
チク

チク

〜半衿講座〜

古民家で楽しく
お話しながら

和裁を楽しみましょう♪



香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.72

連絡先：088-864-5583 （ T E L ・ F A X ）
akaokaakarenga@gmail.com

Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本活動は（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Adress：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2021年12月

い
ークショ

ご連絡

木製アーチ扉ができました！

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

��
��

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

すてきなまち・赤岡プロジェクトNPO法人

��
��

事前に若い大工さんが土台を
完成してくれたおかげで1日で
作業が終わりました♪

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

念願の木製アーチ扉が完成！これまでベニヤ板で塞がれ
閉ざされた空間でしたが、気軽に開けられるようになり
ました！ワークショップの時や毎月のパンケーキ＆和裁
CAFEの時などに開放していきたいと思います。

12月18日（土）に、高知市旭町のこうち男女共同
参画センター「ソーレ」にて、高知県内でより良
い地域を作っていくために活動しているNPO法人
が集まり、活動紹介や情報共有を行うフォーラム
が行われます。その中で、NPO法人設立ほやほや
の私たちも、発表の機会をいただきました。
テーマは、

コロナ禍にあっても歩みを止めず、それぞれのミ
ッションのために取り組んできた各団体が、活動
の中での「気づき」や、その中で「築きあげたも
の」を紹介し、交流を図ります。
NPOってどんな活動してるの？何か地域のお手伝
いをしてみたいけど何からしたらいいかわからな
い、いろんな人と話してみたい、などなど、きっ
かけはなんでもOK！ぜひ 参加してみません
か？オンライン配信もある
そうですので、ぜひ「高
知市市民活動サポートセ
ンター」のホームページ
をチェックしてみてくだ
さいね！

お天気に恵まれ、赤いれんが
によく映える黒い扉！以前に
提供いただいた焼杉を活用し
ました！

閂(かんぬき)で戸締りばっちり！
↑門に横棒で文字通りです！

赤れんが商家の西側から見る
ことができます。近くを通る
際は、みてみてください！

こうちＮＰＯフォーラム2021に参加します!

「ミライにつながる気づきと築き
　　　　　　～歩みを止めないＮＰＯ～」

高知市市民活動
サポートセンター
（担当：矢田さん）
電話：088-820-1540　

一般500円
学生・オンライン 無料記念

植樹
　裏の空き地にNPO法人
 化を記念して、植樹を行
いました！
ぶんたん・ぶしゅかん・ゆず・
きんかんを植えました！
おおきくなあれー！！

【お問い合わせ・申し込み】

【参加費】

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！







AKAOKAWARABAN   Vol.74

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

直接のご寄付も承っております。
寄付を考えているけど、インターネットは
苦手・・・という方はぜひ裏面の連絡先
までご一報ください！

READYFORにてチャレンジ中！
応援よろしくお願いいたします！

クラウドファンディングとは・・・
インターネットを通して、自分の活動や夢を発信することで、想いに共感
した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募るしくみです。

1月4日にスタートした大屋根と構造部材の
修繕を目指したクラウドファンディング！
皆様からご支援を頂戴し、改めて多くの方々
に支えられて活動ができていることを実感し
ています。 心より感謝申し上げます！
ただ、目標の230万円までまだまだ道のりは
遠いです！ご一読くださいました皆様、ご支
援のほど、よろしくお願いいたします！
私たちがこのクラウドファ
ンディングで目指している
詳細、本プロジェクトの団
体概要、寄付方法などは
こちらから→

２2022
月号

＜13:00〜16:00＞

2 26 （土）

＜10:00〜16:00＞

2 20（日）

今月は、コロナウィルス感染
拡大に配慮し、パンケーキカ
フェは中止します。　ですが
大屋根修繕を控えた、最後の
赤れんが商家公開日。この機
会に赤れんが商家をじっくり
と眺めてみませんか？

着物を着るには長襦袢への半衿つけが必要です。半衿
つけに自信がない！という方を対象に、半衿つけ教室
を行います。 　お喋りしな
がら着物を楽しみましょう。

手縫いをはじめてみませんか？チク
チク

〜半衿講座〜

汚れても構わない服装でお越しください。軍手
があればお持ちください。申し込みはお電話、
メール、Facebookで受け付けていますが、当日の
参加も歓迎いたします。昼食は500円でご用意し
ます。
申し込み：080-1432-4947（北山）
 ※雨天でも実施予定です。

持ち物：長襦袢・半衿(お持ちで
ない方はご相談ください）
参加費：千円 　参加者：２名まで
申込：090-2829-2162
(和裁士ろくぼ)

今回で第3弾！屋根の修繕工事を見据え
て、赤れんが商家内を大掃除し、お手入れ
もしていきます！
短時間の参加も大歓迎！

２月の
イベント
情報

状況により、開催は中止する場合がございます。　ご了承ください。

atelier_n
agomiの

クラウドファンディングとは・・・
インターネットを通して、自分の活動や夢を発信することで、想いに共感
した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募るしくみです。
インターネットを通して、自分の活動や夢を発信することで、想いに共感



香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.74

連絡先：088-864-5583 （ T E L ・ F A X ）
akaokaakarenga@gmail.com

Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本活動は（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Adress：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年2月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

すてきなまち・赤岡プロジェクトNPO法人

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

大屋根修繕に向けたお片付け。スペースを確保するた
め、幾ばくかの荷物は処分しなければなりません。
以前ワークショップである程度仕分けをした書籍の
数々。箱詰めされたまま、長い間、蔵の中で眠っていま
した。この日の午前
中はNPO法人地域
文化計画の方々に
ご協力いただき、整
理の方針をお話し
しながら決めてい
きました。

午後からは、納戸と東の土間のお片付け。続々とお手伝
いに来てくださり作業が捗りました！これまで利用で
きていなかった箱階段を本や書類の収納として利用し
たり、土間に保管している道具や資材を整理して、どち
らもかなりスッキリしてきました。工事に向けてもう
一息、きれいにしていきたいと思います。

場所：男女共同参画センターソーレ5階視聴覚室
（高知市旭町３丁目１１５）
参加費：1000円／１団体
対象者：NPO法人など民間非営利組織の活動に
関わっている方
お申込み・お問い合わせ：高知県ボランティア・
NPOセンター（担当：鳴川）
TEL・FAX・E-mailにて1月31日（月）までにお申
込みください。
TEL：088-850-9100／FAX：088-844-3852
E-mail：kvnc@pippikochi.or.jp

「資金づくりは人づくり」をテーマに、資金調達
の実践のノウハウ、それに必要な組織づくりに
ついて実践をもとに学び合うことを目的に開
催されるセミナーにてお話する機会をいただ
きました。
ファンドレイジング・マーケティング代表・東
森歩氏の講演とNPO法人２団体の実践報告&
演習と盛りだくさんの内容となっております。
“学び合い”ということで、私たちは活動立ち上
げからの経緯や現在挑戦中のクラファンにつ
いて発表し、意見交換を行う予定です。
NPOなどでの資金集めにご興味のある方など、
是非ご参加下さい。

2月の
イベント
情報

報告
「ファンドレイジングセミナー」書籍の整理&お片付け

にて実践報告を行います！

2/5（土）13:30-16:30　

高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 主催1月16日（日）お手入れ赤れんが



AKAOKAWARABAN   Vol.75

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

3
2022
月号

＊風通しの良い屋外での作業です。
＊汚れてもよい、暖かい服装でお越しください。
＊軍手があればお持ちください。
＊申し込みはお電話、メール、Facebookで受け付
けますが、当日参加もOK。
＊終日参加の場合お弁当を500円で用意できます。
＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
3月13日より大屋根修繕工事をスタートします！6000枚近くに及ぶ瓦を屋根から降ろし、再利
用のために整えていきます。また、屋根の葺き土を取り除き、傷んだ野地板・垂木・母屋の交換を
していきます。これらの作業を、職人さんに学びながら、ボランティアの皆さんとの協働作業に
よって行っていきたいと思います！1日のみ、短時間のお手伝いも大歓迎！是非、お手伝いをお
願いいたします！！

詳
　
　
細

大屋根修繕ボランティア
を募集します！！

いよ
いよ
始動
！！

絵金
文化
を未
来へ
！

日時： 3/13(日)～3/31（木）　9～17時
天候やスケジュールによって週に1回程度
の休みをとります。スケジュールは赤れん
が商家のガラス掲示板・Facebook・HPにて
随時お知らせします。
場所：赤れんが商家　（赤岡小学校南側）
内容：屋根から瓦を降ろすバケツリレー
取り外した屋根の洗い作業、休憩準備など
小学生でもできる作業です。

釡屋復活大作戦でおさらい！

瓦と葺き土を下ろします
バケツリレーで重い瓦も
負担を減らして運べます！ 傷んだ野地板・垂木は交換

防水シートを貼ります

2022.03.13（日）-03.31（木）



報告

「ファンドレイジングセミナー」

にて実践報告を行いました！

2月14日時点で
達成率80％！！
あともう一息っっ

お願い
ご支援よろしくお願いします！！ 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 主催
赤れんが商家の大屋根修繕への

zoomでの発表↓

「資金づくりは人づくり」をテーマに、資金調達
の実践ノウハウ、それに必要な組織づくりにつ
いて学ぶセミナーで事例報告を行いました。
組織づくりについては、高専・建築士会という
地域外の人を中心に立ち上げた活動初期から、
地元の各団体に参画いただいた組織再編、そし
て現在の県内外のメンバーを交えたNPO設立
までの流れや背景についてお話ししました。
セミナー参加者には、高知県内のNPOの方々が
多く、クラウドファンディングをやってみた
い！というお声もあり、クラファンを開始する
までのサイト選び、コンセプトづくり、リター
ンづくりについて、また、開始してからの印象
など、実体験に基づいてお伝えすることができ
ました。私たち
の活動が他の
地域活動にも
役立てていた
だける知見と
なることは嬉
しいなと思い
ます！

2/5（土）13:30-16:30（オンライン開催）　

2月14日時点で
達成率80％！！

香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

あかおかわらばん! Vol.75

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本活動は（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年3月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

　　　インターネットを通じて活動へのご寄付を募る、
クラウドファンディング。1月4日にスタートして多くの
方々にご協力いただいています。この場をお借りして御
礼申し上げます！3月3日まで全力疾走していきます！

ご寄付については、まちP
応援団のお問合せ先まで
ご連絡ください。



AKAOKAWARABAN   Vol.76

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌
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＊風通しの良い屋外での作業です。
＊汚れてもよい、暖かい服装でお越しください。
＊軍手があればお持ちください。
＊申し込みはお電話、メール、Facebookで受け付
けますが、当日参加もOK。
＊終日参加の場合お弁当を500円で用意できます。
＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

3月からスタートした大屋根修繕。4月は、商家
の傾きを直すための「建て起こし」と、再利用す
る瓦の整理を行います。
職人さんに学びながら、ボランティアの皆さん
との協働作業によって行っていきます。
短時間のお手伝いも大歓迎、みなさまのご協力を
よろしくお願いいたします！！

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！

大屋根修繕ワークショップ
香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.76

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本活動は（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年4月
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ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

＜9:00〜17:00＞

4 9 , 10
（ 土 ,  日 ）

お知らせ御礼 ご支援ありがとうございました！
赤れんが商家・大屋根修繕への

　1月4日～3月3日の58日間にわたるクラウドファンディ
ングが無事に終了し、直接お預かりした方も含めると、
200人以上、300万円近くのご支援をいただくことができ
ました。本当に、本当にありがとうございました！
　クラウドファンディングを通して、地域の企業さまや
ご近所さんを訪問させていただき、直接、プロジェクト
に対するご意見や励ましをいただけたこともとても嬉し
いことでした。
　プロジェクトを応援してくだる方がこれだけたくさん
いてくださることに励まされ、改めて、ここまで続けて
きてよかったと思うことができました。

　みなさまのおかげで、早速、3月13日より大屋根の工事
をスタートすることができました^^遠くは宿毛市・四万
十市から、10代から80代までの多世代の人々が協力し、
屋根瓦、葺き土、野地板を北側の庭に運び出しました。
　レッカー車など重機の力も借りましたが、土や瓦を再
利用するため、瓦についた漆喰や土を取り除き、打音検
査、寸法ごとに分けていく作業は全て人力。汗と土にま
みれながら、一生懸命作業しました！見学されたご年配
の方は「昔はよくこの作業をみんなでやっていた」と懐
かしんでいらっしゃいました。新しくすることは簡単で
すが、古いものを大事に活用することで歴史を紡いでい
くことができます。まさにSDGsですね！！
　ぜひ進捗状況を現地でご覧ください。引き続き、ご支
援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます！
※ リターンのご連絡・ご発送は5月以降となります。
　 恐れ入りますが、少々お待ちくださいませ。

3/13　瓦リレー
初日は瓦梯子を使
い、屋根の上・下で
瓦のバケツリレー。
総勢30人近くでせっ
せと運び、棟瓦・座
敷部分の瓦・土をお
ろしきりました！！

3/14 瓦磨き
雨が予想された 14 日
は、ボランティアメ
ンバーのみで瓦の漆
喰落としを行いまし
た。ヘラやたわしを
使って一枚一枚きれ
いにしていきます。

3/15 レッカーを使った瓦下ろし
レッカーに吊るしたモッコで 100 枚弱の
瓦を一気に下ろし、ボランティアスタッ
フの手で瓦を運び、重ねていきます。

3/16 クリーンカーで土下ろし
クリーンカーで吸引することで、砂
埃を抑え、1 日かけて屋根の拭き土
を下ろしました。

3/17 傷んだ垂木・母屋の補修
当初は野地板を残す予定でしたが、想定以上の傷
みから、野地板を全て剥がし、傷んだ垂木を交換
します。構造部材の傷みも激しく、傷み具合を調
べて補強方法の検討を進めていきます。

お知らせ

向井山朋子ピアノコンサートツアー 
Love Song 2022

赤岡・赤れんが商家 小さなまちの小さなアート

2018年に赤れんが商家で「HOME」を公演して
くださったピアニスト・向井山朋子さんが4年
ぶりに赤岡へ帰ってきます！！
大屋根修繕の前半が一区切りついた4月末に、
今の赤れんが商家を多くの人
にご覧いただくべく、コン
サート空間が現れます。
再び、あたたかな時間を過ご
しに、お越しください。
詳細は裏面をご覧ください！

2022年4月29日(金)-5月1日(日) 

御礼

13日からはじまった大屋根修繕。これまでに香
南市内外の6つの学校、建築士会、ヘリテージマ
ネージャー、地域の方々など、50名近くの方々
がボランティアとしてお手伝いくださいまし
た。熱心なボランティアさんの手捌きに、職人
さんから「こうやったら
早いきね」などアドバイ
スくださり、協働作業が
スムーズに進みました！

大屋根修繕ボランティアへの
ご協力ありがとうございます！

© Takashi Kawashima



 TOMOKO MUKAIYAMA
Love Song 2022
29 APRIL – 1 MAY

「小さなまちの小さなアート」は、赤岡・赤れんが商家における継続的
な文化・芸術の発信、交流拠点としての可能性を探ることを目的とした
アートプロジェクトの第1弾となります。今回は向井山朋子Love Song 

2022と題した高知、福岡、熊本を廻るコンサートツアーの最初の地
として向井山朋子と協働します。
音楽、ダンス、食、ファッション、映像の分野を横断し表現の領域を拡
張する向井山は、女性の視点を生かした、価値観、多文化、多様性、
インクルーシブ（社会的包摂）の精神を作品にし、発表し続けています。
今回は各地域で活動する女性アーティスト、工芸家、クリエイターが
地域の魅力やプロダクツを最大限に活かした企画・会場デザイン・
構成を協働し展開します。
本企画は一般社団法人マルタスを中心に、既存のシアタープロダク
ションではない、野心とヴィジョンを持つ若い世代が主宰する自治体／
NPOと連携し、人材育成、地域全体の向上、新しい観客のアウトリー
チを試みる企画です。土地や場所、制約を受け入れることで広がる新
しい表現の可能性を試み、地方から発信する範例となる取り組みとな
ることを願っています。
2018年赤れんが商家にて「HOME」を発表した向井山朋子が4年
ぶりに赤岡の地にて行うソロピアノコンサートは、昨今の不安定な世の
中に、あたたかな手触りを残すでしょう。

Love Songと言っても歌詞があって唄うわけではありません。
誰かへの愛の告白とも違う。
いとおしい、繋がっていたい、触れていたい、守りたい － 

ほとばしるような、あたたかい気持ちが湧き上がるピアノの楽曲を
集めました。
このような時勢にみなさんと一緒に時間を共にできることに感謝して。

向井山朋子

向井山朋子ピアノコンサートツアー ： Love Song 2022
赤岡・赤れんが商家 小さなまちの小さなアート #001

2022年 4月29日（金）・4月30日（土）・5月1日（日）
時間：17：00開演（受付は20分前から）
会場：赤れんが商家  高知県香南市赤岡町 772-1

プログラム：
ジャン＝フィリップ・ラモー「新クラヴサン組曲集」（1728）より抜粋
J . S .バッハ「トッカータ ホ短調 BWV 914」「オルガン･ソナタ 第4番 

二楽章 BWV528」（ストラダル編曲）  その他

チケット：一般 2,000円 / 学生 1,000円 

/ かまどご飯ディナー付チケット 5,000円（各日限定 5枚）
チケット予約：https://luftzug.peatix.com/

問い合せ：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト
akaokaakarenga@gmail.com   080 -1432 -4947（北山）

向井山朋子（ピアニスト / アーティスト / ディレクター）
オランダ、アムステルダム在住。1991年国際ガウデアムス演奏家コン
クールに日本人ピアニストとして初めて優勝、村松賞受賞。アンサン
ブル・モデルン、アンサンブル・アンテルコンタンポラン、ロンドンシン
フォニッタ、ロイヤルコンセルトヘボウなどにソリストとして招聘され、
新作の初演に携わる。近年は従来の形式にとらわれない舞台芸術
やインスタレーション、映像など女性性を核に身体性、セクシャリティ、
境界、記憶、儀式、時空など異なるテーマを横断する作品の制作・
発表を続けている。2007年、向井山朋子ファンデーションをオランダ
に設立、2015年には日本で一般社団法人○＋（マルタス）を設立し、
プロデュースの分野でも活躍。 https://multus.tomoko.nl/

NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト
高知県香南市赤岡町において、地域交流拠点・赤れんが商家を核と
して、町家の保全・活用、絵金文化の継承、まちづくりの担い手育成
に取り組む団体です。2014年に高知工業高等専門学校北山研究室、
（公社）高知県建築士会を主体とした任意団体「絵金のまち・赤岡町
家再生活用プロジェクト」として発足、2017年に地域住民との連携を
強化した「すてきなまち・赤岡プロジェクト」へ再編。2021年にNPO

法人の認証を受け、「特定非営利活動法人すてきなまち・赤岡プロ
ジェクト」へと再々編しました。修繕ワークショップやコミュニティカフェ
を定期的に開催、地域広報誌「あかおかわらばん !」を毎月発行し
ています。 https://www.akaokaakarenga.org /

主催： 一般社団法人マルタス  

共催： 特定非営利活動法人すてきなまち・赤岡プロジェクト、
 向井山朋子ファンデーション（TMF）、ルフトツーク  

協力： 株式会社河合楽器製作所  

助成： オランダ舞台芸術財団（Fonds Podiumkunsten）

© Takashi Kawashima



AKAOKAWARABAN   Vol.77

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌
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＊申し込みはお電話、メール、Facebookで受け付
　けますが、当日参加もOK。
＊終日参加の場合、前日連絡でお弁当を500円で
　用意できます。
＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
3月13日から大屋根修繕工事をスタートし、早1カ月以上過ぎました！数千枚の瓦を大屋根から
降ろし、葺き土を取り除き、傷んだ野地板・垂木・母屋の交換を終えました。今回は、屋根葺き作業
に向けて、下ろした瓦を整える作業に集中したいと思います。みんなでワイワイしゃべりながら
の作業は楽しいですよ♪短時間のお手伝いも大歓迎！是非、お手伝いをお願いいたします！！

詳
　
　
細

大屋根修繕ワークショップ！

場所：赤れんが商家　（赤岡小学校南側）
内容：タワシやヘラを使って瓦を磨き、サイ
ズごとに分けていきます。小学生以上のお
子さんであれば参加できる作業です！
＊雨天でも作業場所を工夫して行います。
＊風通しの良い場所での作業です。
＊軍手があればお持ちください。

きれいなレンガ土間がよみがえりました！！

野地板を張り替えて垂木も傷んでいたものは

取り替えました～！

なんと
いうこ

とでし
ょう！

東の土
間と南

の土間
が

つなが
りまし

た！！

① 打音検査
　 金槌で叩いて再利用可能か
 　判断していきます。

② 瓦磨き
　 ヘラや金槌を使って瓦についた
　 土や漆喰を落とします

③ 採寸
 　昔の瓦はサイズが少しずつ異なるため
　 メジャーでサイズを測っていきます

③ 仕分け
　再び 屋根に葺く時に使いやすくするため
　 同じ大きさごとに分けて保管します

2022.5.21（土）・ 5.22（日）  9:00~17:00



ご参加・ご協力、ありがとうございます！！
赤れんが商家大屋根修繕ワークショップへの

ワークショップの日には
忘れない限り集合写真を
撮っていました。こうして
みると本当に多くの方に
ご参加いただけているこ
とに本当に感謝です！！

3月13日から雨が降らない限り、ほとんど毎日続けてきた大屋
根修繕ボランティア。大規模なワークショップということもあ
り、初めて手伝いに来てくださった方も沢山！新しいご縁がで
きました。純粋な参加人数では約90名！！延人数にすると200
名近くになるのではないでしょうか！？心より御礼申し上げま
す。しかし大屋根修繕は、まだまだこれからが大変です。
引き続きのご支援・ご協力を、よろしくお願いいたします！！

香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.77

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本活動は、公益財団法人高知県文化事業の助成、（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年5月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

 ポートレート

BEST12



AKAOKAWARABAN   Vol.78

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
午前中から参加の方は・・・
＊汚れてもよい服装でお越しください。
＊軍手があればお持ちください。
＊終日参加の場合、前日連絡でお弁当を500円で
　ご用意できます。

3月13日よりスタートした大屋根修繕工事は、いよいよ耐震工事にも着手していきます。構造
部材の劣化が著しい赤れんが商家ですが予算も限られるため、新たな骨組みを付加すること
で補強したいと考えております。そこで、これからこんなふうに使いたい！こんなことをやっ
てみたい！というみなさんのご意見を計画に反映させたいと思っています。̂^
午前中はごとごとと瓦の整理作業を、午後は活用に向けた話し合いを行います。
いつも参加くださっている方も、初めての人も、ご参加お待ちしております！

詳
　
　
細

大屋根修繕ボランティア

場所：赤れんが商家　（赤岡小学校南側）
内容：

申し込み：お電話、メール、Facebookで受け
付けますが、当日参加もOK。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

［午前］瓦の再利用にむけた整理作業
［午後］活用方法のアイデアを考える
　　　ディスカッションを行います

2022年6月19日（日）《9:00～12:00》
《14:00～16:00》

修繕ワークショップ
活用ワークショップ

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
土佐の伝統建築文化の体験と継承～vol.2～

6
2022
月号

検討中の補強案①座敷と一体的につながった土間

現場で図面に書き込みながら
みんなで話し合うことで新しい
アイデアが生まれます！



香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

あかおかわらばん! Vol.78

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年6月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

4年前、高知県立美術館主催のダンスパフォーマンス
「HOME」を企画くださった向井山朋子さんが赤岡へ戻って
きました！修繕工事によって現れた、座敷とつながる広い土
間とピアノの音色が重なり、幻想的な空間が生まれました。

コンサートに向けたお掃除や、お客様へのカフェでは
地域の方々が手伝ってくださいました。また、町の中
にはなんとなく今日はコンサートがあるという雰囲気
が漂い、みんなぁで作り上げた舞台となりました。
遠くオランダからきてくださった朋子さん、本当にあ
りがとうございました！ぜひまた赤岡へ戻ってきてく
ださいね(^ ^)

4/29 4/30 5/1

本活動は、公益財団法人高知県文化事業の助成、（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

向井山朋子ピアノコンサート Love Song 2022
を開催しました☆

小さなまちの小さなアート第一弾報告

総会 御礼
ご支援いただいた皆さま
へのお礼の製作を進めて
います。順次お届けして
参りますので、気長にお
待ちいただけましたら幸
いです～～！！

クラウドファンディングのお礼絶賛準備中！
5月1日、NPOとなって初めての総会
を行いました。複式簿記と奮闘しな
がらも何とか会計報告も終え、今後
の改修や企画の方針について話し合
いました。今年度も頑張っていきま
すのでよろしくお願いいたします！

令和4年度通常総会を行いました。



AKAOKAWARABAN   Vol.79

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

7
2022
月号

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
いよいよ暑くなってきましたが、まだまだ大屋根修繕の作業は続きます
今月は、内部の修繕作業と、まだまだ続く瓦磨きに取り組みます。短時間のお手伝いも
大歓迎です！ご協力のほど、よろしくお願いいたします！！

大屋根修繕ワークショップ

＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
＊汚れてもよい服装でお越しください。
＊軍手があればお持ちください。
＊前日連絡でお弁当(500円)をご用意できます。

詳
　
　
細

場所：赤れんが商家　（赤岡小学校南側）
内容：室内の修繕作業・瓦磨き
申し込み：お電話、メール、Facebookで
受け付けますが、当日参加もOK。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

実行委員会の方々が検討を重ね、コロナ感染拡大防止に配慮しながら、久しぶりに赤岡
に賑わいが戻ってきます！お祭りの両日、赤れんが商家では、赤岡町のガラス工房・
ユーログラス工芸さまの新商品のお披露目展示と、お飲み物をご用意したカフェを行
います。お祭りと合わせてぜひ赤れんが商家へお立ち寄りください♪
※今年度の絵金祭りは事前予約制となっております。詳細は「絵金祭り公式サイト」をご覧ください。

7
3（日） 《9:00~17:00》

7
16,17 （土・日）

＊申し込み：080-1432-4947（北山） 前日連絡でお弁当(500円)をご用意できます。

実行委員会の方々が検討を重ね、コロナ感染拡大防止に配慮しながら、久しぶりに赤岡
に賑わいが戻ってきます！お祭りの両日、赤れんが商家では、赤岡町のガラス工房・

2年ぶりに絵金祭りが復活！2年ぶりに絵金祭りが復活！

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
土佐の伝統建築文化の体験と継承～vol.3～



香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.79

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。

HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年7月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

5月のワークショップのご報告‼大屋根修繕
WS 5月21・22日の大屋根修繕ワークショップで

は、丸２日間ひたすら瓦の整理に励み、長かった
瓦整理にようやく目処がつきました。ご協力いただいた
皆様、ありがとうございました！

今回は瓦についた漆喰を取り除く作業に加えて、瓦
の側面に刻まれた刻印を紙と鉛筆で写しとる“フロ
ッタージュ”を行いました。
瓦には作った職人さんの名前や屋号が刻まれていま
す。今回見つかった刻印の種類はなんと36種類！
一部の瓦を安芸からいただいた関係で「アキ」の文
字が目立ちますが、「赤岡」や「ノイチ」の刻印も
見つかりました。今後瓦の産地にも迫って見たいと
思いますので、ご存じの刻印があれば、プロジェク
トまでご一報ください♪

ボランティア募集の案内を見てワークショップに参加
してくださった初めましての方もいらっしゃり、新た
な出会いに嬉しくなった２日間でもありました＾＾

中四国の建築士 約30名が “ぶらっと赤岡” を楽しみました♪

あかおカルタでまち歩き&絵金蔵見学 赤れんが商家でのレクチャー・見学 弁天座見学

5/21-22

6/12 青年・女性建築士の集い
中四国ブロック高知大会にて

本活動は、公益財団法人高知県文化事業の助成、（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。



初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！屋根葺き替えに
向けて準備をしてきましたが、いよいよ内部の耐震補強と屋根の瓦葺きに向けた本格
的な工事を再開します！内部の補強壁の下準備と瓦葺きの準備に取りかかります。
短時間のお手伝いも大歓迎です！ご協力のほど、よろしくお願いいたします！！

大屋根修繕ワークショップ

＊ボランティア保険に加入しています。
　当日、お名前・住所等をお聞きします。
＊汚れてもよい服装でお越しください。
＊軍手があればお持ちください。
＊前日連絡でお弁当(500円)をご用意できます。

詳
　
　
細

場所：赤れんが商家　（赤岡小学校南側）
内容：室内の修繕作業・瓦磨き
申し込み：お電話、メール、Facebookで
受け付けますが、当日参加もOK。
＊申し込み：080-1432-4947（北山）

岡山・玉島を拠点に産業観光ツアーを17年にわたって実践してきた
赤澤雅弘さん。2015年には岡山からのお客様をお連れして、赤岡産
業観光ツアーを共同で企画・開催しました。「そろそろもう一度やり
たいね」、「お客さんも、赤岡のことをよく覚えているよ」と話をして
いるうちに、企画を立ち上げていくことに！赤岡の皆様にはご協力
をいただきたく、お伺いした際にはよろしくお願いいたします！

8
20,21

（土・日）《9:00~17:00》

初代赤岡村長邸宅「赤れんが商家」の大屋根を直して文化交流拠点へ！
土佐の伝統建築文化の体験と継承～vol.3～

倉敷を朝早くに出発した
ブルーバスが到着します！

普段は見れない加工場など
特別にご案内いただきます

あたりまえの暮らしに光をあてる

AKAOKAWARABAN   Vol.80

絵金文化を未来へつなぐまちづくりに取り組む
　　　　　　　「NPO 法人すてきなまち・赤岡プロジェクト」の情報発信誌

8
2022
月号

7年ぶりの赤岡産業観光ツアー計画中！ただい
ま進行

中！



岸本地区集落活動センター推進
協議会の皆さんと記念撮影！

お昼は鹿肉ジビエの試食を兼ね
たBBQで交流会♪

柱や梁に残された「痕跡」から使
われ方の歴史を探ります。かっぱやの運営方法や修繕の考え方を学びました。

3グループに分かれて話し合った
内容を共有します！

香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）

赤れんが商家

赤岡小学校

絵金蔵 弁天座

 あかおかわらばん! Vol.80

連絡先：akaokaakarenga@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/akaokamachiya
HP：https://www.akaokaakarenga.org
Address：香南市赤岡町772-1

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

発行元：NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト発行：2022年8月

い
ークシ

ご連

まちP応援団を募集しています！
賛助会員募集

お問合せ：akaokaakarenga@gmail.com
　　　　　080-1432-4947（北山）

賛助会員年会費（個人・団体ともに）一口3,000円

ご入会くださる方は、下記へご連絡いただく
か、本プロジェクトHP、もしくは右のQRコ
ードからお申し込みいただけます。

土佐特有の文化である絵金の芝居絵屏風を、町の風景ととも
に未来につなげ、お祭りや町家等への関わりを通して豊かな
コミュニティを形成していくために、特定非営利活動法人す
てきなまち・赤岡プロジェクトの活動を資金的に支援してく
ださる「賛助会員」さんを広く募集しています。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

7月13日
修繕WS

6月19日
活用WS

もちろん休憩しながら作業！

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
物

「
瓦
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暑い中、本当にありがとうございました！

午
前
中
の
汗
だ
く
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面
の
ぬ
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後
に
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業
が
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参
加
く
だ
さ
る
皆
様
の

ご
協
力
あ
っ
て
の
こ
と
・・・・・
！

梅雨明けした７月。修繕中の赤
れんが商家で不足している瓦
をいただきに、取壊し予定の古
民家へ伺いました。

これからの赤れんが商家の直し方・使い方を考えていく上で、同じ香南市
で古民家を活用されている岸本地区の「かっぱや」さんを訪問しました。

四国では初という耐震シェルターを活用
して安全性を確保しながら古民家の雰
囲気を残していることなど、設計上の工
夫を学ぶことができました！また、これか
らのかっぱやをどう活用すると良いか、
意見交換もさせていただきました！
かっぱやへ向かう道中のまちあるきも楽
しく、これから何か一緒に企画ができる
といいなと思いました(^ ^)

床下から古い瓦が！
私たちにとっては
　お宝です♡

瓦は慎重に
トラックへ。

岸本地区集落活動センター
「かっぱや」さんの見学・交流会を行いました！

午後は室内の細々
とした修繕に着手。
ヒルチーを使い床
のコンクリートを削
り、金槌とバールで
改築部分の天井な
どを剥がしました。

本プロジェクトは関係機関と連携して初代赤岡村長の邸宅「赤れんが商家」の再生・活用へ向けた運営に
取り組むとともに、香南市の地域資源を生かしたまちづくりに寄与することを目的とした団体です。
本活動は、公益財団法人高知県文化事業の助成、（公社）高知県建築士会青年委員会の後援により運営されています。

差し入れのフルーツや漬物で
水分補給しました！




