
    

ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム （共同代表：愛沢伸雄, 池田恵美子） 

〒294-0045 千葉県館山市北条 1721-1  TEL&FAX：0470-22-8271 

Ｅﾒｰﾙ awabunka.npo@gmail.com  公式ｻｲﾄ https://awa-ecom.jp/bunka-isan/ 

会員・寄付募集中！ 年会費＝正会員 A:10,000 円（総会議決権あり）・準会員 B:2,000 円・法人 10,000 円 

 （ゆうちょ銀行口座：００２６０-１-９７３０７ 名義 ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム） 
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◆ 第 70回 知恵袋講座   ＜予約は NPO 事務局へ＞ 

「コロナ禍のウガンダ現状と支援交流 28 年」 

語り手：粕谷智美さん（NPO 専従） 

9 月 20 日（火）13:30～15:30 菜の花ホール 1Ｆ 

参加費（資料,茶菓子代）：会員 200 円、非会員 500 円 
 

安房南高校から始まり、安房高校 JRC 部から安房西高校 JRC 部へ引き継がれ、館山総合高校も加わり、ウガン

ダ支援交流は 28 年目。安房・平和のための美術展」などの市民活動と協働しながら、ウガンダ意識向上協会（CUFI）

と友情を育んでいます。10 月には、5 年目となる「ウガンダコーヒー月間キャンペーン」を 2６店舗＋１団体の協賛を

得て開催し、10/8～10（金土日）は、南総文化ホールギャラリーでパネル展を開催します。⇒ 詳細は最終ページ参照 

コロナ禍においてウガンダでは、ロックダウンに伴い世界一長期の休校が続きました。また、家族を養うための児

童労働、望まない早期の妊娠など、様々な事情により復学できないケースも少なくありません。そんな状況下で、進

めているプロジェクトの報告が届きました。最新情報をお伝えいたします。参加は NPO 事務局までご連絡ください。

参加できない場合、希望者には後日、録画を限定公開します。 

          

◆ 第 28回 安房地域母親大会    ＜予約は NPO 事務局へ＞ 

「教育の今、子どもたちの未来を考えよう！」 

講師：前川喜平さん（元文部科学事務次官・現代教育行政研究会代表） 

10 月 10 日（祝月）13:30～16:00 南総文化ホール 参加費無料・資料代 500 円 

第一部：講演・第二部：トークセッション 

＊千葉大学付属小学校の中谷佳子先生から教育現場の報告／房州弁で憲法を 
 

コロナ禍も３年目となり、休校やオンライン授業など子どもたちを取り巻く教育環境は大きく変わりました。収束の見

えにくい今、子ども達のおかれている現状を知り、子ども達の未来に対して私たちの出来ることは何かをともに考えて

いきたいと思います。NPOは主催実行委員会の構成団体であり、事務局を担っています。 

 

◆ 旧安房南高校木造校舎 見学会  

10 月 29・30 日（土日） ＜事前申込・日時指定制＞ 

   10～15 時 各日定員 400 名 〆切 10/11 消印有効 

申込方法：インターネットの専用フォームか往復ハガキ 

台風とコロナ禍を乗り越え、４年ぶりの見学会。 

県教委と安房高校から委託を受けて、NPOが 

企画運営します。 事前の草刈や準備、当日の 

スタッフを募集中です！ 
 

 

 

  

 
 

【第６９回知恵袋講座～録画の限定公開】  

上田敦子さんの「紛争が起きても戦争にしない～

AALA 活動と ASEAN ツアーから学ぶ」（7/19）の  

録画を視聴希望の方は、会員限定公開のＵＲＬを 

お知らせしますので、事務局までお問合せ下さい。 

旧 安房南高校 木造校舎 草刈り・掃除 

9月 10日・24日（土） 8：30～10：00 

10月８日・22日（土）         〃 

※雨天時は翌日（日）に順延 （館山市北条 611） 
安房南高校 旧第一校舎 （千葉県指定有形文化財） 

＊会員特典として、10/20（火）に映画『赤い鯨と白い蛇』鑑賞を企画しました。詳細は中面（P.3）参照。 

mailto:　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒｰﾙnpo@internet-ex.com
mailto:　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒｰﾙnpo@internet-ex.com


＜美術展＞ Memoriola-記憶のかけらⅡ 

水上順義 展 

１０月１日（土）～９日（日）  入場無料 

会場：ギャラリーヒロイ （館山市北条 2576） 

入場無料   午後は在廊予定 

＜講演会＞  ベテランガイドで活躍中の 

講師：関和美さん 

「館山市図書館のあゆみ  

 ～これまで・いま・これから」 

１０月２日（日） 14:00～15:30   

会場：館山市図書館 集会室 

定員 15名  申込 0470-22-0701 

入場無料  主催：館山市図書館  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜美術展＞ ～青木繁生誕 140 年記念～ 

船田正廣・溝口七生 作品展 

７月１６日（土）～ １０月３０日（日） ※土日開館 

  会場：青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅 

（館山市布良 1256） 入館料：大人 300円・小中高 150円 

安房反核フェスティバル  ＜複製画巡回展＞ 

 丸木位里・俊の「原爆の図」移動展示会 

９月２４日（土）～９月２８日（水） 館山市コミュニティセンター        

９月３０日（金）～１０月２日（日）大本山小湊誕生寺 

〃              鴨川市郷土資料館 

１０月４日（火）～１０月６日（木）枇杷倶楽部ギャラリー 

１０月８日（土）～１０月９日（日）鋸南町中央公民館  

主催：館山市被爆者同友会 共催：安房反核フェスティバル実行委員会 

入場無料  連絡先：090-2440-4544（古畑玲子） 

戦跡ガイド学習会  ＜千葉県歴史協議会：秋の見学会＞  申込･問合は NPO 事務局へ （〆切 9/30） 

「木更津船からオスプレイまで ～ 商都から軍都へ、木更津の歴史をたどる」 

１１月３日（文化の日） 1０:00～1６:０0  集合：木更津駅 港口「逆さ狸」像下 

コース：八剱八幡神社～金毘羅様～木更津港開発功労者頌徳碑～中の島大橋 

       （路線バス移動） 木更津海軍航空隊の正門と水雷艇基地跡～オスプレイ整備の格納庫 

       （路線バス移動） 第二海軍航空廠補給所跡～第二海軍航空廠正門～航空廠への引込線跡 

                  ～発動機試験場跡、第二海軍航空廠防火用水跡～巌根駅（解散） 

参加費無料、資料代 500円、交通費各自払い 

 南房総市の千倉海岸には、高さ 6mを超える大きな記念

碑があり、「日中友好」と刻まれています。1780 年にこの

沖合で遭難した清国の交易船「元順号」を救助してから、

ちょうど 200年後の 1980年に建立されたものです。 

連載コラム：エコレポ 「館山まるごと博物館」 No.014 

日中友好の碑 -清国船「元順号」の遭難救助- 

https://econavi.eic.or.jp/ecorepo/live/series/57 

 



 

 

 

 
 

 

                    小原家住宅の離れ（館山市南条/国登録文化財） 

撮影合間にくつろぐ香川京子さん･浅田美代子さん                                   

◆ 第 71回 知恵袋講座  ～平和祈念映画試写・学習会～ 

『赤い鯨と白い蛇』鑑賞と 安房高女を語る 

10月 18日（火）13:30～16:00   会場：旧安房南高校 

＜会員限定・申込制＞ 
NPO 法人安房文化遺産フォーラム 

安房高等女学校木造校舎を愛する会 

資料･お茶代 500 円 

上映会の企画は

ご相談承ります。 



◆ 当面のツアーガイドスケジュール 
～ サポートスタッフも募集中！  

         涼しい新ユニフォーム（ビブス）：希望者には 500円で頒布します。⇒ 

9 月 12 日（月）11:00～16:30 昭和女子大学 25 名 

：座学・赤山・沖ノ島・かにた村 

9 月 23 日（金）13:15～16:00 千葉県教職員組合 30 名：座学・赤山・掩体壕 

9 月 26 日（月）9:40～10:20 東急ハーベストクラブ 15 名：赤山 

10 月 2 日（日）9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス 

10 月 6 日（木）10:00～16:30 わせがく高校 1 年 365 名：座学・赤山 

10 月 21 日（金）10:00～15:00 都立南多摩中等教育学校 160 名：座学・赤山・掩体壕 

10 月 24 日（月）9:00～12:00 南多摩退職教職員の会 30 名：座学・赤山・かにた村 

11 月６日（日）9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス 

11 月 9 日（水）13:25～14:15 館山総合高校 1 年 83 名：観光の学び：事前学習（座学） 

11 月 10 日（木）9:00～14:30    〃      ：赤山・布良崎神社・安房南高校・貝ひろば・渚の駅 

 

 
 

 ◆ 写真パネル展 「コロナ禍の ウガンダと支援交流 28年のあゆみ」 

      10 月８～10 日（土日祝）10:00～16:00 南総文化ホールギャラリー 入場無料  


