
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤 レ ン ガ 門 塀 

 保存活動の記録 
 

1910年 米町 

2006年～2015年 貝原塚 

2006年 

2015年 上町

  

 

 

2015年 上町 

miamchi 

赤レンガ保存実行委員会 



 

 移築完成後 『よみがえった赤レンガ －赤レンガのある風景－』フォトコンテスト（2016年）作品より 



 

 移築完成後 『よみがえった赤レンガ －赤レンガのある風景－』フォトコンテスト（2016年）作品より 



 

 
赤レンガ門柱・塀 移築工事写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006年 9月 解体撤去保管作業 

 

  

 

2015年 1月 

基礎コンクリート 

門柱基底部取り付け 

  

2014年 貝原塚の保管場所での門柱工事 

赤レンガ保存実行委員会の責任の元で行いました 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

門柱接続工事  

覆輪（フクリン）目地工事 
 

 

塀 の 移 築 工 事 2015 年夏 

 

塀をコンクリートの控え壁で支える 

 

控え壁 

左下 覆輪目地の修復用に 

職人さんが製作したコテ 

右下 覆輪目地の断面 

 

 



『旧諸岡家住宅煉瓦門及び塀』の国登録有形文化財認定を祝って 

 

 

平成３０年５月１０日、龍ケ崎市の『旧諸岡家住宅煉瓦門及び塀』 

が国の文化財として登録されたという、待ちに待った告示が官報によ 

って知らされたことは、市長としてはもちろん、市民のひとりとして 

も大きな歓びでした。 

 この『煉瓦門及び塀』を遺した諸岡良佐氏は、旧龍ケ崎町の町長を 

務め、龍崎銀行頭取、龍崎鉄道社長など実業界でも重きをなし、さら 

に女学校をはじめ、学校の整備にも貢献するなど、近世龍ケ崎の発展 

の礎を築きました。 

 その赤レンガの門塀が取り壊されるとの報があって以来、文化財登録に至るまで１２年の永きにわたり、

この龍ケ崎の歴史遺産の保存、移築に、たゆみなく歩みを進めてこられた「諸岡邸赤レンガ門塀保存実行

委員会」の皆様の熱意に、心から敬意と祝意を表するとともに、市民の誇りとして登録文化財に身近に触

れる環境を遺してくださったことに、市民を代表して感謝申し上げます。さらに、東日本鉄道文化財団を

はじめ、寄付をされるなど大きなお力をくださった多くの皆様に、私からも感謝を申し上げます。 

 市としても石畳や街灯など周辺の整備をはじめ、龍ケ崎市の新たな名所として、市内外から多くの皆さ

んに足を運んでいただけるよう、引き続き「諸岡邸赤レンガ門塀保存実行委員会」の皆さんと力を合わせ

てまいります。  

 龍ケ崎市には、建造物として『来迎院の多宝塔』と、美術品として金龍寺の『絹本着色十六羅漢像』の

２つの国指定重要文化財があり、『絹本着色十六羅漢像』については模写を進めており、本年まず４幅が

完成し、市民の皆さんと感動を共有する環境の整備を進めています。また、『撞舞』が国選択の無形重要文

化財となっていますが、八坂祭礼も含めて、文化財として国の指定が受けられないか検討を始めています。

また、戦後日本の礎を築いた名宰相として有名な吉田茂の実の父、竹内綱が龍ケ崎に開いた農場の西洋館

が、蛇沼のほとりに遺されています。竹内一族は、小松製作所を創業するなど、実業、政治を通して近代

日本の礎を築いてきました。 

 諸岡邸の赤レンガ門塀の目地が、東京駅と同じ貴重な「覆輪目地」であることで注目が集まりましたが、

この竹内農場西洋館の調査では、東京駅をはじめ多くの官製建造物に使われていた、渋沢栄一創業の「上

敷免（現在の深谷市）」製のレンガが使われていることが判明し、ニュースにもなりました。その西洋館

が、太陽光施設整備により取り壊しの危機に直面し、急きょ事業者のご理解をいただき、明治・大正の近

代化遺産として、とりあえず現状を保全しながら、今後どのように多くの皆さんに足を運んでいただける

場所にしていくか、こちらも皆さんと知恵と力を合わせてまいります。牛久市の国指定重要文化財「シャ

トー神谷」も赤レンガですが、諸岡邸の門塀と併せ「赤レンガの道」として、回遊してもらうのはどうか、

などの声もいただいています。 

このような歴史遺産は、市民の誇りでもあります。龍ケ崎自慢の文化財に光を当てながら、「諸岡邸赤

レンガ門塀保存実行委員会」の皆様をはじめ、市民の皆様と力を合わせ、市民の誇りをさらに高めていけ

るよう、引き続きお力とお知恵をいただくことをお願い申し上げて、『龍ケ崎・国登録有形文化財 赤レ

ンガ門塀保存活動の記録』上梓のお祝いとさせていただきます。 

龍ケ崎市長  中 山 一 生   



 

 

2006 年に「赤レンガ保存実行委員会」を立ち上げてから 12 年が過ぎました。赤レンガ門塀の移築保存

が完成し龍ケ崎の歴史遺産、近代遺産として継承できますことは大きな喜びです。 

活動当初より文化財としての移築保存を目指し、価値が継承される移築について専門家に伺い、9 年後、

そのように工事を完了しました。その後、国の登録有形文化財の申請に取り組み、2018 年５月に登録が決

定されました。 

ご寄付を寄せて下さった市内外の多くの皆様、長い間、ご支援とご協力を賜りました皆様、助成をいただ

きました東日本鉄道文化財団、龍ケ崎市に、心からお礼とご報告を申し上げます。 

明治から大正にかけて全国に数多くの煉瓦建造物が建てられ、消えて行ったと言われます。明治末、関東

鉄道竜ヶ崎駅の近くに建てられた諸岡邸の赤レンガの門塀は、約 100 年間、堅牢に立ち続けました。門柱の

デザインが優れ、規模が大きく庭の緑を背景にして立つ姿は 門塀という範疇を超えて、まちのシンボルのよ

うな景観として訴えるものがありました。私たち市民にとって印象深く愛着の対象でした。 

2002 年、中心市街地活性化の核とされていた旧小野瀬邸の保存運動があり、本冊子にも記録しましたが

その中で「まちに残ってほしい建造物」という問いかけがなされ、赤レンガ門塀に共感が集まっていた頃、

「土地の別途利用のため解体」との一報が入りました。「龍ケ崎の価値ある建造物を保存する市民の会」が

呼びかけて当会が結成され、速やかに活動をスタートしました。所有者の諸岡良彦氏は、突然の申し出に戸

惑われたことと存じますが、門塀を譲り受けての保存活動中、常に丁寧で温かいご協力をいただきました。 

移築場所の決定までに 3 年かかり、資金調達、工事終了まで計 9 年間、「まちづくりに活かそう 歴史を

つなぐ赤レンガ」と、より大きな市民の声となるよう「赤レンガ保存実行委員会」一同、様々な広報イベン

トや募金活動を展開し、何とかまちに残したいという思いで活動して来ました。 

移築場所は、佐貫駅前、ニュータウンの運動公園、歴民館などが提案されましたが、「土地の歴史を語れる

ことが人々の町への誇りに繋がる」と学び、「移築は 赤レンガが建っていた旧市内に、歴史的関連性のある

場所に」という当会の意向が採用されました。（ｐ.４「赤レンガ門塀は龍小跡地に移築」参照） 

完成後も忙しい 2 年半でしたが、その活動も記録、この冊子は再生された赤レンガ門塀の紹介も兼ねてい

ます。赤レンガ前に立つと、門柱と塀の背後に豊かな樹木があり、中央公園で遊ぶ子供たち、その先に八坂

神社の拝殿、江戸時代の木端葺の本殿も望めます。明治の赤レンガと共に、この古くて新しい景観から、龍

ケ崎市の歴史的資産に想いを馳せていただけましたら望外の喜びです。今後は旧市内の桜巡り案など、赤レ

ンガと他の資源を繋げることができたらと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに ～国登録有形文化財に認定された赤レンガ門塀～ 

 

赤レンガ保存実行委員会・委員長  久保田 房子 
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[1] 龍ケ崎近代のシンボル赤レンガ門塀 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

諸岡翁は名を良佐といい、代々常陸国龍ケ崎に住み、父

良庵、兄魁介は医を業とする。翁は安政２年１２月生まれ、

司直の官を歴任し、正五位勲四等を賜った。 

明治４３年３月、郷里に帰り、龍ケ崎銀行頭取、龍ケ崎

町長、あるいは龍ケ崎鉄道会社社長を歴任した。 

他国にあった時も少しも郷里を忘れず、そのために力を

尽くすことが少なからずあったが、郷里に帰ってからは地

方公共のために尽くし、文化・経済の進展に貢献する所多

く、中学校・女学校の設立、愛宕公園の払い下げ、奈戸岡

山林払い下げにより小学校の基本林とするなど数え切れ

ないほどである。 翁は大正１０年９月１０日に歿した。 

諸岡邸の赤レンガ門塀が建てられた時

期は、米町薬師堂境内に建っている諸岡

良佐氏の頌徳碑の碑文からみると、 諸

岡良佐氏が検事正を辞して郷里龍ケ崎に

戻った明治４３年(１９１０)頃と思われ

ます。碑文を読み下してその要点を紹介

してみます。 

諸岡良佐氏が明治 43 年（１９１０）３月郷里に戻り現在

地に居宅を構えた。その赤レンガの塀は、門柱の高さが３．

８メートル、塀の長さは約 100 メートルに及ぶものです。     

赤レンガの建造物は大正３年開業した東京駅が有名です

が、それより早く、地方都市では規模も大きく、時代の先端

を行くものとして評判を呼んだのは当然のことでした。  

良佐氏は碑文にあるように、その後実業界に入り龍崎銀行

頭取や龍崎鉄道社長（第６代）を勤め、さらに第 11 代町長

（大正２年９月～大正４年４月）として町政発展に尽くしま

した。また竜ケ崎二高の前身、町立龍ケ崎女子技芸学校の設

立、龍ケ崎中学校の充実、八坂神社裏の龍ケ崎小学校の増改

築に努め、大正 10 年（１９２１）９月に没しました。                 

 

 鈴 木 久                    

  

上 諸岡邸赤レンガ門塀（米町） 
立派な門扉が見える。 

 
中 諸岡良佐氏の頌徳碑 
 
下 竜ヶ崎駅前の米町薬師堂 
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20０6 年 9 月米町で撮影 

●鉄扉の受け金具 肘壺（ひじつぼ） 

  

明治政府は、国造りの基本に近代化を掲げ、その規範を西欧に求めた。

それは政治・経済・教育から科学技術等、あらゆる分野に及んだ。建築の

分野では、英国から Josia Konder を教師として招聘し、日本人の建築教

育に当たらせた。その中から辰野金吾や片山東熊など、日本近代建築黎明

期の建築家が排出された。辰野は東京駅や日本銀行、片山は東宮御所（赤

坂離宮）を、Konder 本人は、ニコライ堂や鹿鳴館を手がけた。西欧の意

匠を範とした建物は近代化の象徴として、中央政府役所・高等教育施設・

生産施設、その他財閥や元勲の邸宅などに取り入れられた。  

この流れはやがて、明治後半から大正、昭和戦前にかけて地方にも及ぶ

ことになる。この地では、旧龍ヶ崎町役場・旧龍ヶ崎中学講堂・旧龍ヶ崎

警察署、常陽銀行などがその例であるが、現存しない。また同時に、建築・

土木分野の素材にも、煉瓦・鉄・コンクリ－ト・ガラス等が導入され、近

代化を象徴する材料となった。当初これらは、英国などからの舶載品であ

った。煉瓦は需要の増大と生産技術の向上もあり、渋沢栄一が明治中頃に

国産化を計り、深谷に日本初の煉瓦工場を造った。この流れは地方にも及

び、この地域では、旧水海道市の五木宗（登録文化財 五木田氏）などに

より煉瓦の生産が始まった 

この様な状況の中、旧諸岡家の煉瓦造の門柱と塀は、地方の有力者の邸

宅に取り入れられた一例である。個人が建てた煉瓦造の門柱・塀の例では、

規模は勿論のこと、特に門柱の意匠の秀逸さは県内に比肩できる例は無

い。上野の旧東京音楽学校（現東京芸術大学）の煉瓦の門と比較しても、

その価値は大きい。 

なお、煉瓦目地は覆輪目地が施されている。近年修理復元された東京駅

の煉瓦目地が覆輪目地で話題になったが、旧諸岡邸煉瓦門柱及び塀は、東

京駅に先立つこと４年前の建築である。この煉瓦造門柱・塀は、単に文化

財の範疇だけではなく、建築における近代化が、地方に及ぶ様子を示す例

として、貴重な遺構である。 

※１ 建築当初この門には、主門、脇門共に鉄製（鍛造物）の門扉が設

けられていたが、第２次世界大戦の際、金属の供出命令（戦時供出）

により失われた。昭和戦後には鉄扉に代わり木扉の時期もあった

が、解体時にはそれも失われていた。現在門柱には、在りし日の鉄

扉の名残を留める受け金具、肘壺（ひじつぼ）が残されている。 

 ※２ 向かって右側の塀は、途中で切られている。これは建築当初から

のもので、将来 塀の延長を見越し、直ぐにでも煉瓦積みが出来るよ

うにとの措置と思われる。その後、塀の延長工事はなされなかった

が、結果として、当時の煉瓦塀の積み方（工法）が直接見られる実

例・遺構として、現在に伝えられている。 

神 戸 信 俊 ＜登録文化財申請書・所見より抜粋＞   

旧諸岡邸赤レンガ門塀の価値と特徴 

 

 

 

 

[２] 

 

 

 

 

 

 

●煉瓦塀の積み方を伝える遺構 
上 3 枚の写真上町に移築後撮影 

●覆輪目地（フクリンメジ） 
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  ：前庭から小屋が見える                       門の中の和風建築 医院の玄関 

構 造 ・ 意 匠 等 

・門柱及び塀正面見付け長さ  17216 ㎜（以下数値は㎜） 

・構  造  門柱、塀共に煉瓦造 内部空隙コンクリート充填 

・意 匠 等 

門 柱（主柱）組積法 柱頭：イギリス積み 柱幹部：イギリス積み 柱脚：イギリ積み 

寸法 高さ：3828 断面寸法：柱頭 790×790 柱幹部 555×555  

柱脚 666×666 

          目地：覆輪目地 

脇 柱    組積法 柱頭：イギリス積み 柱幹部：フランドル積み 柱脚：イギリス積み 

           寸法 高さ ：2897 断面寸法：柱頭 666×666 柱幹部 445×445 

柱脚  560×560 

          目地：覆輪目地 

塀     組積法 イギリス積み 

寸法 高さ：2187 巾：頭部（笠木）363 塀 363 脚部 500 

目地：平目地   

 

                                       

神 戸 信 俊 ＜ 登録文化財申請書・所見より抜粋 ＞  

 

 

失われた鉄製の門扉 

 

：門の前に広がる前庭 

 
建築当初、4 本
の門に設けられ
ていた鉄製の門
扉の写真。 
 
第２次世界大戦
の際、金属の供
出命令により失
われました。 
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[３] 赤レンガ門塀は龍小跡地に移築  
                                                

この地は龍ケ崎の近代化には大切な所でした、横町の大統寺の仮校舎から

本格的な小学校がこの地に建てられたのは明治 11 年 10 月のことでした。 

中央公園の東隅に初代校長山田惟一先生の「遺志之碑」が建っていますが、

この建物の美は郡に比べられるものはなくそれは近隣にない二階建ての立派

な建物だったと書かれています。 

大正３年から５年にかけて、さらに写真のようなモダンな二階建ての小学

校が建てられました。根町の現在地に小学校が移されるのは昭和 10 年のこ

とです。その場所に建設を決定したのは、諸岡良佐氏の長男で龍ケ崎町長の

諸岡良夫氏の努力によるものです。こうみていくと、龍ケ崎近代のシンボル

でもあった「赤レンガ門塀」を移築復元するには極めて格好の場所と言える

でしょう. 

    鈴 木 久  

 

龍ケ崎小学校旧校舎の写真

から 「仙台領柱」について 

「仙台領柱」は、江戸時代、

仙台領龍ケ崎の領境に立ってい

たとされます。 

 右写真の子供達の傍に、仙台

領柱が見え、当時は小学校の裏

門として使われていました。八

坂神社の鳥居の位置から、この

写真は現在のにぎわい広場の位

置から写されたことになりま

す。昭和 12 年に根町に新校舎

が建てられた後、柱 2 本は、八

坂神社の片隅にありましたが、

平成 2（1990）に歴史民俗資

料館が建設後、館内展示となっ

ています。（上写真） 

 

初代校長山田惟一先生 

の「遺志之碑」 
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『龍ケ崎まち歩き MAP』平成 17 年より転載 （制作 久保田・鈴木久・小林和 他） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 

 

  

 まいん駐車場からの赤レンガ門塀、右は上町会館 

 この場所に明治 11年から昭和 12年までの約 60年間、

龍ケ崎小学校があったことを知る人も少なくなりました。

写真を見ると立派な校舎だったことが分かります。 

この場所から龍ケ崎小学校は根町に移転し新築されます

が、その新校舎は、卒業生が今も熱く思い出を語るほど魅

力に溢れ、「近代建築総覧」に「駒杵勤治設計竜一高講堂」

と共に掲載されています。設計者欄は空白。 

1995 年、必要があり調べたところ当時の町議会議長宅

の倉庫に議事録を発見、設計者は水戸の田沼清太郎氏。 

「建築の美」と表現された上町の校舎があってこそ、より

良きものとの志で根町の校舎が建設されたことは想像に難

くありません。 

● 小学校の移転で町内二分 

上町からの小学校の移転先を巡って龍ヶ崎町内を二分

する熱い戦いがあった有名な話が、伝えられています。

根町移転を決定されたのは、赤レンガ門の諸岡良佐氏の

長男、良夫町長でした。 

＜ 旧龍ヶ崎小学校の写真から ＞ 

 
「赤レンガも上町のこの場所に立って喜んでいることでしょう」

という赤レンガ門塀移築完成イベントでの、諸岡良彦氏の言葉は

その歴史的な話と繋がっているのです 

『龍ヶ崎を映した幻の映像 昭和 10年の記録映画』には、根町

の新校舎の映像が多数残され、今赤レンガ門塀が立つ場所での全

国農業祭の宴会模様も活写されています。   （久保田 記） 

                     

                         

＜ 赤レンガ門塀付近 ＞ 

 

付近付近 ＞ 

 

●赤レンガ移築場所よりいずれも徒歩１-３分 

●下の写真は、上記 C8に記載された筑波庵の 
庭にある服部嵐雪の句碑 
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１、旧小野瀬邸保存運動の中で 2002 

「諸岡邸赤レンガ門塀」の保存については「旧小野瀬邸保存活動」の

話から始めなければならない。 

市に「龍ケ崎市中心市街地活性化・策定委員会」が設けられ、その中

で、旧小野瀬邸が中心市街地活性化の核的存在とみなされていた。

2002 年、その旧小野瀬邸の存続が危ぶまれ、保存活動をスタートした

のは策定委員会の有志、八木真知子さんを中心としたニュータウンなど

新たに龍ヶ崎市に住んだ女性の方々だった。 

龍ヶ崎商工会・川北嗣夫会長が女性の皆さんを支援され、12,000 人

の署名を集めて市に要望書を提出したが、財政難の理由で取得は困難と

の回答。その後、商工会を事務局、片山善一郎氏を代表に 2002 年 

１０月、任意団体「龍ヶ崎の価値ある建造物を保存する市民の会」（以下

「市民の会」）を発足、改めて市に要望書を提出するも叶わなかった。幸

い市内の菅井澄夫氏が購入されて、旧小野瀬邸はまちに残ることになっ

た。（筆者 久保田はこの時期入会） 

「市民の会」は撮影会『旧小野瀬邸を撮る』、その後の写真展も旧小野

瀬邸で開催した。これは旧小野瀬邸の公開も兼ね、演奏会、お茶会、歴

史民俗資料館より展示品をお借りして、龍ケ崎市の歴史を紹介する部屋

も設け、1,000 人を超える来場者を迎えた。その後、所有者菅井さんが

登録文化財に申請し、旧小野瀬邸は龍ヶ崎市で初めて国の登録文化財に

認定された。 

旧小野瀬邸は建物も庭も広く、無人の時期があって荒れていた。邸内

庭の清掃、草取り、蔵の整理は、所有者だけでは負担が大きく「市民の

会」が手伝った。またほぼ 2 ヶ月毎のペースで精力的にイベントを開

催、一時は新旧住民の交流の場ともなった。 

 「市民の会」には「龍ケ崎市中心市街地活性化・策定委員会」の課題

が引き継がれていて、「どういう町にしていくか」と活動の方向性を議論

すべきとの意見が出されたが、商店街活性化と繋がる問いかけだけに難

しかった。全国町並み保存連盟の大会に正副委員長などが参加、他地域

に学ぶも動き出すことは出来なかった。まちづくりについてのワークシ

ョップやアンケートも行った。「龍ヶ崎市に残って欲しい建造物は何で

すか？」と問いかけ、まいんバザールでも聞き取り調査を行った。 

「諸岡邸の赤レンガ門塀」が、「まちに残って欲しい建造物」のひとつ

に意識され、共有化されて行ったのはこのような問いかけを通してであ

る。旧市内の住民としては、商店街が急速に寂しくなり、歴史的建造物

としての商店や蔵や旅館が次々に姿を消していくなか、龍ケ崎市ならで

はの懐かしい建造物がまちの誇りとなって残り、何らかの形で活性化に 

夏の名残りを旧小野瀬邸で！ 

商工会、上町商友会との協働イベント 

店舗前、庭、二階も同時開催のイベントで

盛りかがった。9 月「りゅーとぴあ祭り」 

 

活動の記録(1) 移築完成まで 2006～2015 

 
 

[４] 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1510983345/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy51c2hpa3VudW1hLmNvbS9.cnl1LXNoaW1pbi9rYXRzdWRvL3IxMDAuanBn/RS=^ADB4IR2rDjz7qE29Li2bOdU9iwkzs8-;_ylt=A2RiouUwdQ5a_T0Avw2U3uV7
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繋がってほしいという思いがあった。この頃（2000 年～2010 年）は 

まだ商店街に空き地が目立つこともなかった。 

 

２、諸岡邸赤レンガ門塀について 

諸岡邸の赤レンガの門塀は明治末に建てられ関東大震災も無傷で約

100 年間、背景の緑と共に堅牢に立ち続けた。その価値と特徴につい

てはｐ２に詳しい。 

ｐ６の下の写真は八間道路から 2006 年 9 月に撮影されたものであ

る。全長約 100 メートルあったが、通りに平行した東面部分の 55 メ

ートルが眺められた。このような景観が竜ヶ崎駅の交差点の近くにあ

り、豊かな樹木を背後にたたずむ姿は、門塀という範疇を超えて市民に

強い印象を与えて来た。 

通りとの間に平行して広がる前庭は公園のように広く、子供の頃に野

球をしたり、思春期に友人と集まって語り合う場所だったり、また諸岡

医院の時代に診察に通った思い出を語る人も多い。医院だった名残り

か、自由に出入りできる公共的な場所のような思い出に繋がっていた。

新住民にとっては不思議な光景として目を引いた。 

昭和 50 年に住人が転居した後、30 年間、赤レンガも住居もそのま

ま残り、その間、持ち主の諸岡良彦氏が東京から 1、2 ケ月に一度訪れ

て管理されていた。ある時から庭の樹木が白鷺のコロニーとなり、近隣

への迷惑になった。また無人の住居に心配ごとが続き、家屋の整理を思

い立ったと諸岡氏は話された。 

 

３、諸岡邸赤レンガ保存実行委員会を結成 2006 

「市民の会」は、2005 年に諸岡邸の赤レンガ門・塀の取り壊しの報

が入った時、神戸信俊氏に調査を依頼した。県からの紹介で龍ケ崎市が

旧小野瀬邸の調査を依頼してからのご縁であった。「保存価値あり」との

評価を受け保存の意志を固め、諸岡良彦氏に私たちの思いを伝え、実際

に取り壊しが決まった際のご連絡をお願いした。2006 年 8 月、土地

の別途使用につき、赤レンガ門塀取り壊しとの連絡を受けた。 

その頃「市民の会」に、一通の手紙が寄附金を添えて送られてきた。

ひとつの組織で取り組むのではなく、様々な市民団体に声をかけて、活

動を広げるという案が書かれてあった。臨時会議を開いて検討した。 

当時「市民の会」は NPO の申請中であったが、「市民の会」だけで赤

レンガ門塀保存に立ち向かうより、商工会、文化協会、観光協会、米町

商友会、他の方々に声をかけて新たな組織で活動を広げようと決定し

た。各団体トップの個人参加を確認、「諸岡邸赤レンガ門塀保存実行委員

会」を結成した。（以下 「赤レンガ保存実行委員会」）    

現地保存の可能性はなく、移築保存をめざし、赤レンガ門塀を「赤レ 

 赤レンガ門の保存に取り組

み、スタートできた時は、嬉しか

ったですね。幼い頃の思い出、そ

れが町に残せるのだということ

が …     

新井洋子 

        

 

「また会う日まで赤レンガ」写真展 

表彰式 上町空き店舗にて開催 

 

ｐ６の 3 枚写真、上 2 枚 

旧諸岡家の前庭をお借りして写真撮

影会と募金活動。約 1,000 人参加 
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ンガ保存実行委員会」が譲り受けた。会則を作成、募金チラシを印刷銀

行口座を開設、正式に活動を開始した。 

門柱 4 本と東面の塀の計５５メートル分を、いったん貝原塚の佐川委

員長所有の土地に保管、その後、公共的な移築場所を市と交渉して検討

するとの方針を決めた。 

● 赤レンガ保存実行委員会 と NPO 市民の会について 

任意団体「市民の会」は、商工会から寄付金と会費などの蓄えがあり

「赤レンガ保存実行委員会」の初期費用を提供することを発足会で決

定。その後同年 9 月末に発足された「NPO 法人龍ケ崎の価値ある建造

物を保存する市民の会」（以下「NPO 市民の会」）は、2017 年まで「赤

レンガ保存実行委員会」を支援。新たに当会に入会したメンバーも「Ｎ

ＰＯ市民の会」に入会した。助成金の応募等の機会に、赤レンガ保存実

行委員会が NPO の下部組織ではないことを会議で確認した。 

● 下記は 2006 年赤レンガ保存実行委員会発足 1 ヶ月間の記録。 

＊ 発足会、代表は佐川勝利氏。           2006/8/24 

＊「諸岡邸赤レンガ門塀保存実行委員会」会則作成  8/25 

＊「寄付申し込み付きチラシ」発注 8/25   印刷 8 月末 

＊ 常陽銀行に赤レンガ保存実行委員会の口座開設   8/25 

＊「写真展応募用紙つきチラシ」作成        ８/26 

＊ マスコミ連絡 8/27 

＊「写真撮影会チラシ」配布（市役所、商工会、市民活動センター他） 

＊ 写真撮影会                                  9/2-9/10  

＊「RYU とぴあ」で広報・ジャンボ絵画作成イベント「みんなで描

こう赤レンガのある風景」                   9/2  

＊ 調査・図面作成・撤去作業・保管場所への移動  9/11-9/30  

 

４、「また会う日まで 赤レンガ」撮影会 2006/9 

9 月 15 日に解体工事という時間的制約のなかで、現地でのお別れ会

「また会う日まで赤レンガ 撮影会」を開催した。時間がなく開催は無理

との意見が多かったが、一旦姿が消える赤レンガ門塀の写真は、今後の

募金活動には不可欠、活動をより大きな市民の声にしていく第一歩のイ

ベント、旧小野瀬邸撮影会の経験を生かせると開催に踏み切った。 

 当時の観光協会や市内写真クラブ他、皆様の協力を得て、市内外の参

加者は 1,000 人を超えた。この時の応募写真 100 点は その後 9 年

間、様々な場所で赤レンガの魅力を伝え、保存活動を支えてくれた。 

 ● 全国町並み保存連盟事務局のご紹介により、筑波大学大学院 藤川昌樹 

  教授研究室、渡辺俊教授研究室のご協力をいただいた。その時、「移築場所 

は、歴史的な関連がある場所が良い」と助言をいただく。  

● 11 月写真展「また会う日まで赤レンガ」を開催、4 日間で 850 人来場 

平凡な主婦が体験出来ないような

社会の関わりに参加出来た事が人生

の収穫の一つになったような気がし

ます。楽しい思い出としては、色々

な会場で「赤レンガカフェ」をやっ

たことと、町の催しに関わった事。 

           竹原典子 

          

 

                                

上 3 枚「カフェ赤レンガ」 

観光協会主催の桜まつり、まいんばざー

る、日曜朝市、などで広報と募金活動、

活動資金のために開催 
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５、にぎわい広場の整備に期待 

赤レンガ保存実行会の発足時は、八坂神社前の「にぎわい広場整備計

画」の設計時期と重なっていた。商工振興課から、広場計画のワークシ

ョップで赤レンガ移築を提案しては、とアドバイスを受け久保田が参加

した。もし提案が通れば、解体保管費用は当会が持つことになるが移築

工事費用は広場建設費から出ることになる。 

にぎわい広場に「モニュメントとして明治の赤レンガ門塀を！」と提

案し、賛成を得たが、2007 年 1 月ワークショップ最終会で「歴史的建

造物の移築工法が分からない」とされ閉会となった。これが唐突な幕切

れだったことは、最終回に欠席だった観光協会長、商工会長が驚かれた

ことでも確認できる。 

 にぎわい広場整備の決定案が示されず、赤レンガ門塀の移築工法が分

かれば解決されるという期待が残った。2007 年 5 月に商工振興課に

依頼して関係各課の課長他の皆さんにご出席いただき、「移築復元の工

法及び安全性」について神戸信俊氏による説明会を行った。 

活動開始から 1 年半、にぎわい広場整備計画に期待をつなぎ、募金活

動・広報活動を行っていたが、2008 年 3 月、にぎわい広場への移築は

不可能と市から連絡を受けた。 

 

６、保存とは？「上野・赤レンガ・まち歩き」 2008 
にぎわい広場への移築案が消えて、一からのスタートとなった。長引

くかも知れない。保存とは何だろう？どうあるべきなのか、一歩立ち止

まって学び、移築場所を探りたいと考えた。2008 年 7 月 3 日「上野 

赤レンガ まち歩き」を開催、案内と講師を前野まさる氏（東京芸術大学

名誉教授・日本イコモス国内委員長）に依頼、ご尽力をいただいた。 

旧東京音楽学校奏楽堂ほか上野公園付近に残る赤レンガの遺産を見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 各種かわら版作成 下 「上野赤

レンガ町歩き」かわら版 8 ページにわ

たって、参加者の感想を掲載。   

 

「保存は歴史を語れる場所に！」 

写真上  上野奏楽堂で。 

芸大 赤煉瓦館で 

 

上野公園に集合 47 人参加 上野公園の歴史を学ぶ 

案内と講師は前野まさる氏 
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「赤レンガ門塀 100 年祭」上町会館で 

 

 

 

学し「保存」について学ぼうと企画した。当会メンバーで事前に『上野

奏楽堂物語』を輪読。市の各課に参加を依頼した。青年会議所、地女連、

商工会などの会合に出向いて参加者を募った。龍ヶ崎市の職員(個人参

加を含む)６名、龍ヶ崎青年会議所役員２名、元茨城県教育長、商工会女

性部、朝日、毎日新聞元記者や市民の皆さんと当会委員計 47 人の参加

となった。奏楽堂の内部見学と演奏会、また東京芸術大学赤レンガ館も

特別に見学することができた。二つとも移築保存された建造物である。 

上野の奏楽堂は老朽化を理由に「明治村に移転が決定した」が、７年

の運動の結果、芸大の近く上野公園内に移築保存が実現された。現地保

存が無理ならば、「移築場所は歴史的に関連のある場所」「土地の歴史を

語れることが人々の町への誇りになる」ことを参加者と共に学んだ。 

後日、参加者の感想をかわら版 8 頁にわたって掲載、参加者、市議会

議員、市の関係各課他に配付した。   

 

７、移築場所は歴史的関連のある場所を要望 

移築場所については、赤レンガ保存実行委員会メンバーの中でも「歴

史民俗資料館」が根強かったが、上野での学びの後、「歴史的関連のある

場所」として、第一希望を旧市内の市有地、旧龍ケ崎小学校の跡地（八

坂神社奥）とし、市に検討を依頼していくことでまとまった。 

ここまでで、活動開始から 2 年、今後忙しくなることが予想された。

市で多くの役職につかれている佐川委員長は顧問に就任。2 年という時

間は、委員会に貢献された方々にもそれぞれ事情が生じ、実質活動メン

バーは 10 名を切っていた。委員長を市内の名士にお願いしようと依頼

を重ねたが決まらなかった。2008 年末から 2009 年にかけて新たな

参加者を迎え、ほぼ現在のメンバー、役員構成となった。  

 

８、移築場所の決定 2009  

移築場所について、2009 年 1 月より市に検討を要望、5 月まで協議

を続け、一進一退が続いた。活動の趣旨と経緯をまとめた「かわら版」

を発行して市からの回答を待つ。6 月、企画調整課が中心となり当会と

協議、旧市内の市有地は新町駐車場と八坂神社奥のみ。7 月、第一希望

の八坂神社奥、青年研修所跡地（市有地）を貸与いただけることに決定、

市と「赤レンガ保存実行委員会」で正式に契約を交わした。 

< 市 と の 契 約 内 容 > 

① 場所 龍ケ崎市上町八坂神社奥、中央公園の隣地。 

② 貸与面積 ２ｍ×２０ｍ  

③ 面積は暫定的なもの。工事が実現される段階で融通は可能。 

④ 建築費は赤レンガ保存実行委員会が負担し維持管理も行うこと。 

 

 子供の頃から近くの理容店に

通っていた。赤レンガ門塀を見て

明治の文明開化の頃のハイカラ

な雰囲気を感じ、いつまでも残っ

て欲しいと思っていた。この再生

活動に係われたことを嬉しく思

っている。 

武田  章 

 

     

 

まいんバザール、や 秋の商工祭りで
長谷川家蔵をお借りしてイベント 
広報と募金活動 

思いがけなく、イベントで下手な

自作の船舶模型を地元で披露する機

会をいただき、人集めをすることが

できて嬉し恥ずかしでした。 

樫村甕雄 
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この移築場所決定まで 3 年かかったので喜びは大きく「号外かわら 

版」を発行、夏祭りで太鼓演奏の前に配布し挨拶した。「頑張ってくださ

い」と大勢の方々から激励を受け募金もいただいた。お祭りのためのお

小遣いから募金箱に入れてくれた子供たち。 

移築場所と赤レンガ門塀を合成しイメージポスターを製作、市内全域

に貼るほか、募金チラシも製作、活発に募金活動を展開した。 

 

 

 

 

 

 

 

９、募金活動、助成金情報 2010  
移築場所決定と新しいメンバーで募金活動を展開、募金額が伸びた年

だった。赤レンガ撤去保管費用の 220 万円のうち 100 万円を銀行よ

り借り入れ、返済を続けていたが、寄付金と当会運営費により 2010 年

4 月に返済完了。借り入れ利息は当会の運営費から充当した。 

移築のイメージを入れたビデオを製作し、龍ケ崎市の各団体に広報活

動を展開した。また移築場所が決定したので、助成金への応募が可能と

なった。助成金情報を探し市の関連各課にも依頼した。しかし「歴史的

建造物保存の助成金に該当する情報はなし」だった。情報を寄せて下さ

った方もいたが、該当するものはなかった。 

●「また会う日まで 赤レンガ」DVD で、各団体の例会で募金活動。  

● 流通経済大学香川眞教授を招いて勉強会を開催した。 

● 佐貫駅前で「赤レンガ１００年祭」の広報。 

●「赤レンガ１００年祭」開催 （上町会館） 

● 常陸太田市より「河内の文化を守る会」代表者の活用事例発表 

● 常陸太田市に見学、「行灯と赤レンガと銀杏祭り」イチョウと赤レンガ 

 

10、市の協働事業と JR 文化財団の応募に資金が不足 

２011 年、市の「協働事業提案制度」創設の朗報が入った。最大 100

万円の助成金。「JR 関係で助成金がある」という情報を頼りに HP を調

べ、「東日本鉄道文化財団」の「地方文化事業支援」を見つけた。過去に

採択された事例を研究し、当会の保存事業内容と比較、応募に可能性が

あることを確認した。 

市もＪＲ文化財団応募も、採択されたら翌年に工事と支払いを完了さ

せることが条件。また JR の応募は市が窓口になることも条件であり、 

市に依頼、引き受けてくれることになった。 

 

移築場所を巡っていろいろあり

ましたが、１０年に及ぶ実行委員

会の努力、皆様のご協力によって

この場所に実現してよかったなと

思いました。  

鈴木 久 

 

龍ケ崎ロータリークラブの例

会で、支援のお願い 

 

100 万円が返済できた時は、 

うれしかったなあ というのが 

ボクの嬉しかったときの記憶 

青芳信明 

     

 

        

 

● 桜まつりで「カフェ赤レンガ」をスタート。目的は広報と募金活動、

カフェによる活動資金の獲得。その後、毎月「日曜朝市」で開催。 

● まいんマザール会場で「カフェ赤レンガ」 

● 赤レンガフォーラム開催（おくら） 

● 「赤煉瓦ネットワーク」との交流、横浜市役所の部長他職員 7 人が

見学に見えた。「あきらめないこと」と激励を受ける。 

● 上町、NTT ビル前の長谷川家の蔵での第一回イベント開催 

 

北海道庁赤レンガ門と龍ケ崎の赤

レンガ門塀を同じ縮尺で作成。規

模の面からのアピールなども行な

った。龍ケ崎の赤レンガの塀は図

よりも長い 
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撤去保管費用 220 万円の支払いが完了したが、さらに手元に 300

万円なければ、市にも JR にも応募ができない。市から「まずは募金を

頑張って、応募ができるようになったら連絡ください」と言われる。 

この年 3 月 11 日の東日本大震災があり、募金活動を一旦中止。龍ケ

崎でも被害が出て余震が続き不安定な数ヶ月が続いた。いつ寄付金が集

まり応募できるか分からなかった。 

 

11、門と塀に工事を分ける案 2012 

2011 年末、ＪＲ文化財団の応募で東京の財団に直接質問できた頃だ

った。同一事業で 3 回まで応募ができる。ふと「門工事と塀工事に分け

て応募は？」と尋ねてみると、「問題ありません」との回答。驚いて市の

協働課に電話、協働事業でも可能かと聞くと「できます！」との回答。 

 市の応募に２回できれば、200 万円の助成が得られる。また門だけ

の工事資金は準備できるから応募が可能。「まず門だけ」と動くことが必

要ではないか？ 活動がスタートして５年が過ぎ、委員会にそろそろ疲

労感が漂う。一歩、移築が現実化すれば募金はついてくるのではないか。 

2012 年は、門と塀の工事に分けることの検討からスタートした。こ

の規模の工事を２回に分けることへの異論があり検討が続いた。２回に

分けることで工事費が高くならないか、実際に工事を分割することが可

能かの 2 点が出された。検討し上記問題は回避できるという結果を得

た。まず門柱四本を建てることで応募することにまとまった。 

 

● 震災の被害を受けた水戸の煉瓦造り少友幼稚園の視察・被害状況を見学 

（8 名参加）今年度に再建予定とのこと。 

● 観光協会総会で「また会う日まで 赤レンガ」の DVD を上映  

● かわら版の作成・配付  

● 読書会開催「都市の記憶を失う前に～建築保存まったなし！」 

●「赤レンガネットワーク横浜大会」の資料に当会活動を掲載 

● 関東鉄道及び龍ケ崎市歴史民族資料館の共催で「赤レンガ門塀 101 年 

 竜鉄 111 年を記念イベント」を開催 

 

12、市と JR 文化財団に 5 回応募  2012～2015 

● 門としての機能を持たせる 

 市との契約で移築場所における暫定的な位置が決まっていたが、応募 

に当たり、中央公園からの出口の機能を持たせる変更を希望し、市と契

約した。これは、当会内に「工事委員会」を設けて検討を続けていた成

果だった。 

また「門と塀」に分けて 2 回ずつ２箇所に応募し、4 回のそれぞれに

申請書、中間報告書、報告書他を作成するのは気の抜けない作業の連続

だった。「申請書委員会」が担当した。 

門と塀に分けて応募できると知

った時ほど嬉しかったことはない。

これで突破できる、と心臓がドキド

キした。協働課 荒槙さんの力強い

返事は今も忘れない。  

     久保田房子 

 

       

 

市の協働事業提案に応募

プレゼンテーション 

 

私が入会した時、赤レンガ門・塀

は解体され、貝原塚に保管されてい

た。その後、移築場所が決まったこ

とから、復元に向けて工事委員会と

して種々活動してきた。明治末の赤

レンガ門・塀を移築復元できた事が

最大の喜びでした。 

           相澤宏一 

 

 

 

     

 

サプラで赤レンガ保存を広報、

市民活動フェアーに毎年参加 

上町会館で写真展 
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①  2012 年度 市の協働事業提案に門柱工事で応募、採択 

「今までの活動すべてと想いを全部書いてください」という市民協働

課のアドバイスは、当会提案の事業規模が協働事業にしては大きすぎ

ることを示唆していた。審査員に旧市内（商店街）の人が一人もいな

いことも心配の種だった。資料を含めて 50 ページの申請書を提出。

「①ＪＲ文化財団の助成を受けること、② 補助金以外の必要な資金

を準備すること」の 2 点を条件に採択となった。 

②  2012 年度 ＪＲ文化財団「地方文化事業支援」 不採用 

2013 年 2 月に JR 文化財団より不採用の結果。東日本大震災の

復興支援を優先するとの記載があった。 

③  2013 年度 ＪＲ文化財団に再応募、承認された 

2014 年 3 月に承認され、5 月「東日本鉄道文化財団地方文化事

業」の助成事業承認書贈呈式が開催された。 

④  2014 年度 市の協働事業提案に塀の工事で応募、採択された 

⑤  2014 年度 ＪＲ文化財団に「塀の移築」で応募、採択された 

● 三菱一号館で開催の「赤煉瓦建築と地域づくり展」に当会の活動が紹介さ

れる。展示見学、及び新しくなった東京駅を見学。 

● 市民活動センター主催「市民活動団体交流」保存活動の現状を報告  

● 桜祭りにてカフェ赤レンガ・募金活動、 

● 赤レンガ模型づくりイベント「船舶模型展及び赤レンガ写真展」を長谷川

家の蔵で開催  ●上町の町会で、赤レンガ移築の説明を行う。 

 

1３、移築保存工事と完成 2014～2015 

2014 年 秋    保管場所で門柱工事着工、2015 年 3 月完成、 

 2015 年 7 月  保管場所で門塀工事着工、同年 10 月完成  

 2016 年 6 月  4 件の助成の報告書が完了した。 

● 覆輪目地（フクリンメジ）について 

2015 年 1 月 「ブラタモリ」の東京駅復元で覆輪目地が紹介さ

れ、当会の門柱も東京駅と同じ覆輪目地だった。補修部分を覆輪目

地でと工事会社に依頼、千葉県で経験のある方を探して再現した。 

● 仕上げを学ぶための研修     

2015 年 8 月「工事の補修をどの程度とするか・実地研修」を

委員会の全員で検討するため視察を行った。龍ケ崎市の生涯学習課

に依頼し、近隣の煉瓦保存や復元を視察。登録有形文化財、下妻市

「江連用水赤煉瓦旧溝」、常総市「五木宗」ほか文化財を視察。 

● 赤レンガ門の前に敷石工事 

諸岡邸では赤レンガ門塀から家屋の玄関まで御影石が敷いてあっ 

た。諸岡良彦氏が 105 枚の石の寄贈を当会に申し出て下さった。 

しかし当会に工事費を捻出できる見込みがなく、生涯学習課を通し 

て市に 2 回依頼、市が諸岡氏の寄贈を受け施工して下さった。 

東日本鉄道文化財団助成金の贈呈式  

工事開始 

物が動いて忙しい日々が始まった。工事

会社、市への連絡、細かい決定事項、公園

との境界線の決定他。 

第一回全国コロッケ祭りで。 

模型を展示して広報 
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＜ その後の募金について ＞ . 

  門の工事が決定後、急速に募金額が伸びた。高額の寄付、また追加

募金が届けられた。また、赤レンガ保存実行委員会メンバーからの寄

付金額も大きかった。 

 

1４、完成記念イベント「また会えたね 赤レンガ」 

2015 年 11 月 23 日完成イベントを開催。参加者が、赤レンガ門塀

と樹木の景観を共有できるイベントを、時間をかけて準備した。風船を

100 個、畳 9 枚分の鏡を手作りした。「風船飛ばし 赤レンガから 樹木

へ 空へ」「鏡を倒して空から 樹木へ 赤レンガへ」 

中山市長、教育長他の皆様からお祝いの言葉をいただき、コーラスや

演奏会、午後は上町会館で講演会（下記講演内容）も盛況だった。 

 ●「赤レンガが建った頃の龍ケ崎」郷土歴史研究家  鈴木 久氏  

●「日本のレンガ建造物について」         神戸信俊氏 

●「赤レンガをめぐる伝え聞きと幼児の頃の思い出」  

東京工業大学名誉教授    諸岡良彦氏 

コーラスに合わせ参加者でいっせいに放った風船が、赤レンガから

小雨を縫って空に飛んだ。皆さんの歓声があたたかく、また「赤レンガ

もきっと喜んでいることでしょう」という諸岡良彦氏の言葉が、感慨深

く心に残る一日となった。            （文責 久保田） 

「赤レンガ門塀と緑の景観」の継

承を求める陳情は、市議会で満場

一致で採択されたが、電子採決の

モニターに、「２１:０」と表示され

た瞬間、私達と喜びを分かち合う

ような感じで、市長が傍聴席を見

上げたのは嬉しいことでした。 

下野昭雄 

 

 

私は、これまでの保存活動の思い

出が脳裡を過ぎり、この赤レンガ門

塀が、市民の文化遺産として愛され、

末永く後世に継承されることを心に

念じ、空高く昇る色鮮やかな風船に

強く思いを託した。 

           小林昭雄 

 

文化庁と県から登録文化財の調

査にみえて立会いできた日は感激

し、一番の思い出となりました。

「市民団体でそこまでやったので

すか・・・」という言葉もいただ

きました。 

高 敏彦 

 

石の敷き方については、当会も参加できた。石に

刻まれた門の開閉跡も残った。神戸信俊氏によると

この石は笠間の稲田御影石で上質なものとのこと。

御影石が敷かれたことは旧諸岡家の佇まいの記憶

に繋がり、広場に風格を与えてくれた。 

● 市の定例記者会見で移築保存完成の報告 

2015 年 11 月市の定例記者会見で、完成イベン

トのお知らせを行った。記者会見後撮影となり、各

新聞が記事を掲載。(資料２ ｐ24 )  
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[5] 活動の記録(2) 移築完成後 2015～2018 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤レンガ案内板 

 

  

  

① 会場 「どらすて」龍ケ崎上町 

② 開催期間 2016 年 11 月 19 日～11 月 23 日 5 日間、 

連日多数のお客様が詰めかけて下さり、お褒めや激励の

お言葉を賜りました。表彰式は、最終日の 23 日に、同じ上

町の新井洋品店隣接の駐車場で開催  

③ 巡回写真展  

市役所で展示 2017 年 2 月 14 日～28 日 その他 

市民活動センターでも展示。  

（小林昭雄 記） 

 

右から時計回りで 

● 市が設置してくれた3箇所のライトアップ装

置の周囲にマルツゲを植栽 

● 補強のコンクリートを隠すための植栽  

● ヤツデの植栽・米町にあった思い出に 

● 「あぶないから赤レンガにのぼらないでくだ

さい」の看板製作 

● 年に数回の草取り作業 

 

下左写真 商工祭で表彰式 
下右写真 写真展の様子 於 どらすて  

 

 

２、『よみがえった赤レンガ－赤レンガのある風景－』フォトコンテストの開催 

 

１、赤レンガ周辺整備 
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● 八坂祭礼時、赤レンガ門を出てにぎわい広場横の出立式に向かう神馬  

「レンガ門と神馬」という龍ケ崎ならではのシーンを広報しようと、当会は当番町内といっしょに牛久の

馬主さんに挨拶に行き、協力をお願いした。また市内の各写真クラブやりゅうほーで広報、当日は多数のカ

メラマンが集まった。 

● 祭りの 3 日間、ライトアップを行なった。スマホでの撮影で賑わった。       （久保田 記） 

 

 

赤レンガ保存運動のスタート時、緑の背景があってこその景観と市民の皆様から意見をいただいた。 

９年後、中央公園隣地に完成すると「背景の紅葉と赤レンガが素晴らしい」という声が多数寄せられた。しか

し新緑と赤レンガを見る前に伐採・剪定となり、旧市内の古い公園は低木にしていくという情報から、1 年半

後、陳情を行った。                                 （久保田 記） 

「赤レンガ門塀と緑の景観」の継承を求める陳情は、2017 年 9 月 22 日市議会環境委員会に付託され全 

員賛成のうえ、9 月 25 日意見を付して本会議に送られ満場一致で採択された。なお、今回の平成２９年第３

回定例会から採決機能付きマイクユニットが導入され、電子採決の結果表示は「２１:０」となった。 

                                        （下野 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西小学校の生徒さんの見学会が 2017 年までで 4 回行われた。「赤レンガ」は小学生にもアピールし、好奇

心全開で質問も多く、楽しい交流が続いている。赤レンガ門塀の保存の目的に歴史的建造物の次世代への継承

を掲げていた当会にとって有難く、西小学校の先生方、西コミセンの皆様に感謝申し上げます。 

この場所に龍ケ崎小学校があったこと、「だから、ここは西小の始まりの場所ですよ」と伝えると表情が変

わる。「移築は歴史を語れる場所に」という言葉を実感する。 

● 扉の存在を示す兆番     ● 開閉の跡が残る敷石の説明から戦争中の金属供給の話、 

● 塀の右側がギザギザになっている説明、偶然にもレンガのつみ方が分かる教科書になっていること。 

● 柱の「ふくりん目地」と塀の「平目地」をさわって実感してもらう。 

小学生の見学会 元気な質問が次々

と続いて時間オーバーに 

西小生徒さんによる赤レンガのポス

ター展 市役所ロビーで展示 

元郵便受けは大変な人気です。 

「ローマの休日」を見たら思い出してね 

３、夏祭り「神馬の赤レンガ門出発」と「ライトアップ」 2016～2017 

 

４、市議会へ陳情書を提出「赤レンガ門塀と緑の景観」2017/９  

５、子どもたちに伝えたい！ 西小学校との交流   2016～2017 
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そんな見学会が続いた後、2016 年小学 3 年生の皆さんの描いた赤レンガのポスターを見て、感激。 

2018 年 1 月 22 日～2 月 2 日まで市役所ロビーで展示。 

● 赤レンガポストの復活 

子どもたちが興味をもつのは塀に穿かれた郵便受けの穴である。2006

年、現地では、この穴の上に板がついていた。大学や官公庁のレンガ塀には

ない、個人邸の門ならではの日本中でおそらくここだけの物。「何かイベン

トを考えて下さい」という先生の言葉を受けて、2017 年 1 月から試行錯

誤。南面からの水の浸入の問題を、市内の水周り関係の専門家に相談、壁にフタをつけない方法でポストが

完成。2017 年 11 月の商工祭りでお手紙を募集し、2018 年 2 月にかわら版で発表した。 （久保田 記） 

 

 

    

 ● 栃木県野木町から「野木町煉瓦窯を愛する会」の１３人の皆様が見学にみえた。７年前の新聞記事と 

「月刊みと」に載った赤レンガ門塀の完成記事を.頼りに訪問下さり、情報交換を行なった。 

● 常陸太田市の「河内の文化遺産を守る会」の皆さんがバスで見学に来て下さった。上町会館で交流会。       

2010 年当会の「赤レンガ 100 年祭」に代表者 檜山さん、  

平山さんが駆けつけてくれて、登録文化財旧町屋変電所（赤      

レンガ）の活用についてスライドを用いて紹介下さっ          

た。その後 2010 年 11 月 14 日に、常陸太田市の「行灯の 

赤レンガと銀杏まつり」を当会メンバーで見学に出かけた。午 

前中にメンバーの車３台で常磐高速道を経由し、途中鯨ケ岡 

商店街や県立太田一高の旧講堂（国指定重要文化財）を見学し 

ながら、夕方に会場に到着した。「銀杏まつり」が始まると、 

ライトアップされた赤レンガ建物と銀杏の黄金色の美しさに我々一同は大いに感激した。会場には市民ばかり

でなく大勢の観客がつめかけて、大変な盛況だった。我々メンバー一同は、「守る会」の皆さんの素晴らしい

行動力にも感嘆した。当会も完成した折には赤レンガ門塀の後ろに立派なイチョウガある。龍ケ崎らしい赤レ

ンガとイチョウライトアップのイベントをしたいと目標にしていた。2016 年に剪定されたイチョウがイベ

ント可能なまでに枝を伸ばすには、数年を要するだろう。                （小林昭雄 記）                                                               

 

 

６、赤レンガつながりの団体との交流 

 

７、国 登 録 文 化 財 に 申 請 認定される 

 
親しまれてきた赤レンガ門塀を、地域遺産、近代遺産として保存し、「文化財としての移築」を目指した。

国登録文化財に登録されれば、まちの誇りとなって継承されると考えた。移築工事の完了後、準備に取り組

み、申請を行った。所見は神戸信俊氏に依頼。当会からは、活動の経緯、東京駅と同じ貴重なフクリン目地な

ど継承されていない技術で造られていること、現時点での活用なども報告した。文化庁から調査官が見えた

のは 2017 年 9 月、移築場所について「こういう、いろいろ歴史的なもののある場所に移築するのは良

いことです。」話された。2018 年３月に答申、5 月 10 日に官報告示となった。    （久保田 記） 
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[６]  活動のまとめ < 契約・応募・助成金・工事・募金 > 

2006/８月 「諸岡邸赤レンガ門塀保存実行委員会」発足  委員長 佐川勝利 

赤レンガ門塀を諸岡氏より譲り受け、移築を目指す。募金を上記団体名でスタートする 8/24 

＊後日持ち主の要望により、諸岡家のモニュメント的な扱いにならないよう「赤レンガ保存実行委員 

   会」の名称を用いて活動 

    9 月 赤レンガ門塀を撤去・貝原塚の佐川氏の土地を借りて保管 

＊9 月 27 日 NPO 法人龍ケ崎の価値ある建造物を保存する市民の会・発足  

2008/3 月  にぎわい広場移築は不可能と市より連絡 

   11 月 委員の変更   委員長 久保田房子 他 

2009/7 月 赤レンガ門塀の移築場所が決定 八坂神社奥の市有地の貸与を受ける。 

＊赤レンガ保存実行委員会と市で契約 

＊移築費用は赤レンガ保存実行委員会が努力するという条件 

2010/４月 募 金 210 万円達成した。撤去費用の銀行借り入れ返済完了（利息は運営費から支出） 

2012/6 月  応 募 市の協働事業提案に「明治の近代化遺産赤レンガ保存 赤レンガ門柱の移築」事業で 

応募、条件付で採択 

12 月 応 募 公益財団法人 東日本鉄道文化財団「地方文化事業支援」に「明治の近代化遺産赤レンガ

保存・赤レンガ門柱の移築事業」で応募、応募団体名は「明治の近代化遺産 赤レンガ保

存実行委員会」 ＊東日本大震災の支援事業を優先ということで不採択 

2013/12 月 応 募 上記助成金に、再度応募 採択 

2014/５月 公益財団法人 東日本鉄道文化財団「地方文化事業支援」の助成事業通知書贈呈式・総会 

＊事業名「明治の近代化遺産赤レンガ保存・赤レンガ門柱の移築事業」  

＊市から中山市長、藤後茂男教育長が顧問として、「明治の近代化遺産赤レンガ保存 

   実行委員会」を組織する。委員長は赤レンガ保存実行委員会の久保田房子が務める。 

6 月 応 募 市の協働事業提案に「明治の近代化遺産赤レンガ保存 赤レンガ塀の移築」事業で応募。

採択 

10 月 工 事 貝原塚の保管場所で門柱移築工事スタート 

 

   12 月 応募 公益財団法人 東日本鉄道文化財団「地方文化事業支援」に「明治の近代化遺産赤レンガ保

存・赤レンガ塀の移築事業」で応募、応募団体名は門柱の移築事業と同じ。採択となる。 

募金額が目標に近づく。 

2015/3 月 工 事 赤レンガ門柱移築工事終了 

    5 月 公益財団法人 東日本鉄道文化財団「地方文化事業支援」の助成事業通知贈呈式・総会 

    7 月 

10 月 

工 事 赤レンガ門塀工事スタート 

赤レンガ門塀工事終了 

2017/９月 登録文化財申請書を文化庁に提出  文化庁から赤レンガ門塀の調査に来訪 

2018/3 月 登録文化財に答申される。名称「旧諸岡家住宅 煉瓦門及び塀」 

2018/５月 登録文化財に決定される 
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[７]  赤レンガ門塀保存・事業収支 

 

 

 

残金 355,058円 （12,089,325円－１1,734,267円） 2018・4・30 現在 

● 今後の支出予定 ① 維持管理費 （保険も含む）  5 万円 

② 本誌の印刷送付費用    10 万円 

                         ③ 活用費用など       20 万円 

                                                    計      35 万円 

  科  目 金  額 摘  要 

１ 寄付金 4,833,321 赤レンガ保存実行委員会・委員分を含む 

２ 東日本鉄道文化財団助成金 3,930,000 一期、二期工事（門塀移築工事）助成金合計 

３ 龍ケ崎市（協働事業提案） 2,000,000 一期、二期工事（門塀移築工事）助成金合計 

４ 
NPO 龍ケ崎の価値ある建造物を保存す

る市民の会・助成金（＊） 

950,000 龍ケ崎の価値ある建造物を保存する市民の会 

商工会からの助成金を含む 

５ 赤レンガ保存実行委員会 376,004 「カフェ赤レンガ」の収益金、会費収入 

  合 計 12,089,325  

 科  目 金  額 摘  要 

１ 門塀・撤去運搬費用  2,200,000 2006年 

２ 移築場所、地盤調査費用 26,880 2012年 

３ 門塀・移築工事費用 7,954,356 2014～2015年 

４ 案内板・周辺整備費用 550,000 2016～2017年 

５ 寄付者へのお知らせ 77,527 移築場所決定 2010年、移築完成 2015年 

６ 募金・広報活動費用         

完成後の活用費用 

416,498 2016～2017年ポスターかわら版、チラシ、 

写真展2回、赤レンガ100年祭完成イベント、他 

７ 赤レンガ門塀・損害賠償保険 39,100 2015～2018年  

８ 支払い利息・融資手数料 89,891 撤去費用不足分100万円常陽銀行から借入 

2010年返済完了 

９ 消耗品・通信費 307,001  

１０ 雑費 73,014 助成金応募諸費用を含む 

 合 計 11,734,267  

（＊）赤レンガ保存実行委員会の大部分の委員が NPO 市民の会のメンバーとしても会費を納入 

単位・円  収 入  

支 出 
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[８] 寄付者芳名簿 

 

２００６年に当会を結成して募金活動を開始しました。この間、龍ケ崎市内外の多数の

皆様からご寄付をいただきました。深く感謝申しあげます。まことにありがとうございま

した。寄付者総数は約７００名になります。本来ならば、全員のご芳名を記載すべきとこ

ろですが、紙面の都合で 1 万円以上の方に限らせていただきました。悪しからずご容赦く

ださい。 

  

                                     （単位・円） 

氏 名（敬称略） 寄付金額 住 所  氏 名（敬称略） 寄付金額 住 所 

諸岡 良彦 500,000 東京都豊島区  千代倉茶道部一同 30,000 龍ケ崎市馴馬町 

医療法人竜仁会 

牛尾病院長 牛尾 浩樹  
500,000 

龍ケ崎市馴柴町 

 １－１５－１ 
 ときわ保育園 園長 30,000 龍ケ崎市中根台 

佐川 勝利 330,000 龍ケ崎市砂町  匿名希望 20,000   

久保田 房子 304,000 龍ケ崎市上町  斎藤 慶子 20,000 龍ケ崎市上町 

田中 孝顕 300,000 東京都大田区  スタジオ・ラフォーレ 

代表者 岩田力三 
20,000 龍ケ崎市松ケ丘 

故 細井 琴代 200,000    吉野 加津哉 20,000 東京都千代田区 

諸岡 佳子 152,000 龍ケ崎市米町  中滝 多美夫 16,000 龍ケ崎市米町 

募金箱 122,020    秋田 光祥 15,000 龍ケ崎市下町 

前田 享史 107,390 龍ケ崎市若柴  樫村 甕雄 15,000 龍ケ崎市入地町 

龍ケ崎市 商工会 100,000 龍ケ崎市上町  高 正代 13,000 龍ケ崎愛戸町 

匿名希望 100,000    森本 和子 13,000 龍ケ崎市米町 

龍ケ崎ロータリークラ

ブ 
100,000 龍ケ崎市  新井 洋子  11,000 龍ケ崎市新町 

鈴木 久 70,000 龍ケ崎市上町  飯塚 則子 11,000 龍ケ崎市 

松原 卓朗 62,000 龍ケ崎市佐貫  秋山 修一 10,000 龍ケ崎市 

小林 昭雄 55,000 龍ケ崎市光順田  荒槇 由美 10,000 龍ケ崎市貝原塚町 

高 敏彦 53,000 龍ケ崎市愛戸町  石山 昌男 10,000 龍ケ崎市別所町 

故 大久保 裕 50,000 
龍ケ崎市馴馬町 

5406 
 市毛 環（共楽館） 10,000 日立市 

医療法人 明朝会 

横田医院 横田朝男 
50,000 龍ケ崎市上町  入江 利雄 10,000 牛久市 

森本 仁夫 46,000 龍ケ崎市米町  岩田 一 10,000 龍ケ崎市愛戸町 

相澤 宏一 35,000 龍ケ崎市平台  海老原 龍夫 10,000 龍ケ崎市栄町 

株式会社 進貢 30,000 石岡市  奥田 敏夫 10,000 龍ケ崎市米町 

篠原 智彦 （元 東日

本鉄道文化財団職員）    
30,000 牛久市  小野瀬 悦 10,000 龍ケ崎市米町 

千代倉 彌生子 30,000 龍ケ崎市馴馬町  笠原 邦夫 10,000 龍ケ崎市馴馬町 

  

[８] 寄付者芳名簿 
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氏 名（敬称略） 寄付金額 住 所  氏 名（敬称略） 寄付金額 住 所 

片山善一郎 10,000 龍ケ崎市上町  鈴木 静江 10,000 龍ケ崎市上町 

金子 美和子 10,000 取手市宮和田  高松 仁三 10,000 龍ケ崎市新町 

川北 嗣夫 10,000 龍ケ崎市横町  高橋 典子 10,000 龍ケ崎市川原代町 

ギターアンサンブル 

アレグリア 
10,000 龍ケ崎市  武田 章   10,000 龍ケ崎市馴馬町 

木村 豊 10,000 龍ケ崎市  竹原 典子 10,000 龍ケ崎市久保台 

国吉 敏彦 10,000 神奈川県茅ヶ崎市  (株）竹屋陶板浴       

会長 磯貝寿夫 
10,000 龍ケ崎市栄町 

久米原 憲一 10,000 
龍ケ崎市南中島

166-9 
 鶴町  礼子 10,000 土浦市中荒川沖町 

郡司 賢光 10,000 龍ケ崎市若柴町  藤後 茂男  10,000 
稲敷郡河内町        

源清田１１９９ 

郡司 久子 10,000 龍ケ崎市松葉  匿名希望 10,000   

源内製菓 

代表 山本正一 
10,000 龍ケ崎市上町  内藤 明夫 10,000 龍ケ崎市川原代町 

斎藤 佳郎 10,000 龍ケ崎市上町  檜山 貞人 10,000 常陸太田市 

佐藤建設株式会社 10,000 龍ケ崎市川原代町  平山 泰弘 10,000 常陸太田市 

島倉 秀也 10,000 
龍ケ崎市大徳町 

１２９８－３   
 宮本 順子 10,000 龍ケ崎市大徳町 

下野 昭雄 10,000 龍ケ崎市松葉  妙行寺 10,000 稲敷郡河内町 

菅井 紀子 10,000 龍ケ崎市砂町  八木 真知子 10,000   

菅生 文夫 10,000 龍ケ崎市大徳町     
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久保田 房子（2006～）  委員長 

前田 享史 （2006～） 副委員長 

高  敏彦 （2009～） 副委員長 

青芳 信明 （2009～） 副委員長 

小林 昭雄 （2009～） 委員 

相澤 宏一 （2009～） 委員 

新井 洋子 （2006～） 委員 

樫村 甕雄 （2009～） 委員 

武田  章 （2013～） 委員 

竹原 典子  （2006～） 委員                      

諸岡 佳子  （2006～） 委員 

隅谷 圭三  （2006～）  委員 

下野 昭雄  （2014～）  委員 

小林 和子  （2006～）  委員 

伊藤 悦子  （2015～）  委員 

＊委員会の活動は、役員・委員が中心となって、他に顧問と会員の皆様にご協力いただきま

した。また、2011 年～2015 年まで会費 1,000 円を徴収しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐川 勝利    顧問 

神戸 信俊    顧問 

鈴木 久     顧問 

川北 嗣夫    顧問 

佐藤 有     顧問 

河原崎 麗子   会員 

千代倉 弥生子   会員 

古川 英子       会員 

村上 妙子      会員 

深津 ひろ子     会員 

奥田 敏夫      会員 

秋田 光祥       会員 

本谷 正史       会員 

糸賀 浩子       会員 

吉田 和子     会員 

 

 

 

[９] 赤レンガ保存実行委員会・委員名 
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【陳情趣旨】 

竜ヶ崎駅の近く、明治末に建てられた諸岡邸の赤レンガ門塀は、東面南面で約100ｍの長さがあり、門柱四本のうち大柱

2本の高さは3，8ｍ。八間道路から眺めると、背後の樹木に赤レンガが広々と広がり、市民にとって強い印象を与え続け、

まちに残って欲しい建造物として挙げられていました。近代化を象徴する建材、煉瓦による建造物が地方に伝播し、この諸

岡邸門塀が建てられてから約100年、堅牢に立ち続けました。全国的にも特筆されるべき規模を持ち、門柱のデザインも秀

逸、また、東京駅と同じ覆輪目地（フクリンメジ）で門柱４本が施工された貴重な遺産でした。 

2006年に、土地の別途使用により消滅の危機にあった赤レンガ門塀を、龍ケ崎の歴史的建造物として残そうと赤レンガ

保存実行委員会を発足しました。３年後、市と協議の結果、八坂神社奥の市有地をお借りして移築することに決定し、次の二

点が合意されました。 

① 移築場所が旧市内であり「現地保存が無理な場合、移築は歴史的な関連性のある場所に」という保存の基本的な考え方

に沿っていること。② 公園の樹木が赤レンガ門塀に映えて素晴らしい景観になること。赤レンガ門塀が米町にあった頃の

緑を背景にしたイメージを引き継げること。 

  さっそく合成写真「樹木を背景にした赤レンガ門塀」を制作して広報し、広く賛同を得ることができました。募金活動を継

続し、助成団体探し、工事の発注と管理を行い、2015年秋の移築完成まで９年かかりました。資金は、市民の募金を中心に、

市の協働事業提案と「東日本鉄道文化財団  地方文化事業支援」から助成を受けました。 

移築完成後、赤レンガと背後の樹木がすばらしいという感想が多くの皆さまから寄せられました。紅葉を背景にした赤レ

ンガ門塀の写真が、りゅうほうの表紙を飾り、また記事と写真が、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、茨城新聞

他、地域情報紙に掲載されました。 

以上述べましたように、赤レンガ門塀保存の市民活動にとって、「明治の赤レンガ門塀自体の価値」と「赤レンガと緑の景

観」という２つの観点が、市との移築場所決定においても、またこの運動がより大きな市民の声になりえた過程でも重要で

した。しかし移築工事が完成してから４ヵ月後、背後の樹木が、伐採、剪定されました。 

樹間が狭すぎるので樹形を保つためということでした。私たちは、伐採され剪定された風景に衝撃を受けました。メタセコ

イヤは先端で唐突に切られ、本町通りからもその切り口が並ぶのが見えました。イチョウは剪定後、秋にはわずかな紅葉を

見せたに過ぎません。60年以上この近くに住む方々は、こんな大規模の伐採剪定はかつてなかったということです。ご寄付

いただいた皆さまからも、他市からの見学者からも、残念の声が届きました。 

この伐採と剪定をきっかけに、景観の継承について考えさせられることになりました。100年以上龍ケ崎に立っていた赤

レンガ門塀は、今後、30年、50年、あるいはそれ以上に立ち続けるでしょう。その時、赤レンガの門塀だけがポツンと立

つ状況になることなどを憂慮し検討した結果、この「赤レンガ門塀と緑の景観」の継承についての陳情となりました。 

 2015年の移築によって新たに創出された「明治の赤レンガ門塀と緑」の景観が未来の龍ケ崎市民に継承されるようお願

いします。ここで「緑」と表現しましたのは、現在ある樹木、メタセコイヤ、イチョウなどの「現状維持」のみを示してい

るのではないということです。今ある樹木にも命があり、安全の面からの専門的な判断がありうると考えるからです。 

【陳情事項】 

１）明治の赤レンガ門塀と背後の樹木を一体の「景観」として捉えて下さるようお願いします。 

将来、剪定や新たな植樹を行うような場合に「景観」という観点をご考慮ください 

２）赤レンガ門塀の背後に何らかの形で「緑」があり「赤レンガ門塀と緑の景観」が未来の龍ケ崎市民に継承されます  

ようお願いします。 

平成２９年 ８月 ２３日 

龍ケ崎市議会議長 寺田 寿夫 様 

       龍ケ崎市上町4108   

      赤レンガ保存実行委員会   

 委員長 久保田房子  

外 7 名 

資料 1 「赤レンガ門塀と緑の景観」の継承を求める陳情書 
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資料 2 赤レンガ門塀の移築完成を伝える新聞記事 地域情報紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
朝日新聞 2015/11/24 

読売新聞 2015/11/06 

産経新聞 2015/11/19 

毎日新聞 2015/11/15 
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東京新聞 11月 1日 

エリート情報 2015/11/21 

11月 21日 

 

東京新聞 2015/11/01 

茨城新聞 2015/11/17 

常陽リビング 2015/11 
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よみがえれ！ 思い出の赤レンガ 

2006 年の写真展「また会う日まで 赤レンガのある風景」 

～来場者の感想文より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●２０数年前に転入し、近所な

のでさっそくアルバム入りに

なっているなつかしい風景。 

場所を替えて長生きして  

おくれ！ 

 

●歴史あるレンガの再生が楽し

みです。 

 

●レンガの赤、造形そのままを

残したい。 

 

●日本の国から古い物が消えて

いくのはさみしいのでぜひ部

分的にも残してほしい。 

 

●今日、跡地を見て来ました。

無くなってから何か大切なも

のを失ったと感じました。 

保存に期待しています。 

 

●9月初旬に取り壊し前の赤レ

ンガを見ました。竜ヶ崎に歴

史的建造物があったことを見

過ごしていました。 

 

●このような建物、風景が市内

にあるのを知りませんでした

是非残してほしい。 

 

● 子供の頃赤レンガの家がす

ごく気になっていました。今

度新しく再建されるとの事う

れしく思います。 

 

● 町の歴史を市外にもＰＲし

てほしい 

 

●赤レンガの保存地が早く決ま

ると良いですね。 

 

 

 

 

● どうしても残して置いて欲し

い家だったので、コンテストを

開いてもらって良かったです。

ぜひ門と家は残したいです。

 

● 龍ヶ崎に移り住んで 12年 

赤レンガの存在を知ったのがつ

いこの間、あわてて見に行きま

した。「また会う日まで」が楽

しみです。 

 

●「お互いよく頑張ったね」古き

良き時代を思い出させてくれて

大木に蔦がからまっている風景

が古さをしのばせてくれてい

る。 

 

●2年前実物を見ました。また

会える日がきますように 

 

●木漏れ日に映える赤レンガと旧

家がすばらしいです。このよう

な赤レンガは今後はみられない

でしょう。 

 

●「朝日を受けて」という題名と

同じように赤レンガの門が朝日

の光がすごくキレイだった。 

 

●小学生のとき、通院していたこ

とを思い出します。（80歳） 

 

●赤と緑のコントラストがとても

きれいで、そのままポストカー

ドになりそうな写真がありまし

た。 

● 古いものを残す心を、もつの

がいいと思うのですが。 

 

●いつまでものこしてください 

 

 

● 赤レンガの事は今日初めて知

りました。素晴らしい写真あ

りがとうございました。 

 

●車で通ってもめだっていた赤

レンガです。 

写真で見てまたすばらしく思

いました。高さが 3.8ｍもあっ

たとは思いませんでした。 

今日は写真で明治、大正にタイ

ムスリップしたみたいです 

 

●きれいな赤レンガだと思っ

た。     （小学生） 

 

● 赤レンガ門の思い出と言え

ば、お出かけ等でその門を見

かける度に、門の向こうはど

うなっているんだろう、何が

あるのだろうと想像力をかき

たてられた。 

 

● 母の実家の近くだったのであ

たりまえのように見ていた

が、もうないと思うとさみし

い。 

●赤レンガには明治の匂いがし

ます。昔の物が消えてゆくの

は淋しいものですね 

 

● 竜小で商業まつりの文化祭が

あった頃「京子ちゃん」とい

う絵画を見た。少女の姿と背

景の赤レンガ塀が忘れられな

かった。 

 どこか遠い場所なのだろう

と思っていたが、数年後 諸岡

さんの赤レンガと知った。「自

分の町だったのだ！」と嬉しく

誇らしかった。 

資料３ 
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編集委員  久保田房子  新井洋子  小林昭雄  下野昭雄  青芳信明  武田 章 

発行 赤レンガ保存実行委員会     ＜問合せ＞ メール ＜fkubota3232@ybb.ne.jp＞ 

                                           ☎ 0297-62-0672（久保田） 

2018年 月  日  発行     

 

 

 

資料４ 2018 年３月 登録文化財に答申の新聞記事 5 月に決定された 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

朝日新聞 2018 年 3 月 10 日 

国登録有形文化財 赤レンガ門塀の所在地 

 

● 龍ケ崎市上町 4274-１ 

八坂神社奥・中央公園の隣地 

 

編 集 後 記 

◆ 12 年間、赤レンガ保存実行委員会は

毎月第３土曜に定例会を開催、その 144

回以上の会議議事録を辿ってこの記録誌

を作成した。工事着手前、完成イベント、

写真展開催の頃などは、多忙を極めて記

録することができていない。 

◆ 2017 年 8 月に寄付者芳名簿に掲載

承認のお問合せからスタート、年末の発

行を目指したが、登録文化財申請の結果

を待ち、ご報告もしたいと延期、2018 年

5 月に決定の連絡を受けた。 

 編集委員会は、昨年 8 月から現在まで

何度も開催。2009 年から当会事務所は

久保田宅であり、活動センターと 2 箇所

で作業した。多忙な委員とは深夜に電話

で検討する日々もあった。 

◆ 物が消えれば記憶も消える。しかし

物が残った時、どうして残ったのか知り

たいと思っても、記録にたどり着かない

ことも多いのではないだろうか？ 旧小

野瀬邸保存運動のスタート時の事情も、

聞き取りを繰り返さないと分からなかっ

た。そんな経験もあり「活動の記録」に取

り組んできた。新聞記事、賞状などは、こ

の記録がフィクションではない証拠だか

ら掲載しようと検討し合った。 

◆ 冊子が完了し、活動を、大分俯瞰でき

るようになった。12 年の活動の疲れも少

し癒えてきた。まちに残った赤レンガ門

塀を他の資源と繋げることが必要だが、

もう夏、草取り作業が始まった！平均年

齢 7４歳以上、草取りは当会の責任、い

ろいろ課題が残っている。   （ｆ・ｋ）           
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