
 

 

      

ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム 
代表 愛 沢 伸 雄  

〒294-0036 千葉県館山市館山 1016 さらしな館  TEL&FAX：0470-22-8271 

Ｅﾒｰﾙ awabunka@awa.or.jp 公式ｻｲﾄ http://bunka-isan.awa.jp  

会員・寄付募集中！ ⇒  郵便口座 ００２６０-１-９７３０７ 名義：ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム 

年会費＝Ａ会員 2,000 円（総会議決権あり） ／ Ｂ会員：個人 1,000 円（ニュースのみ送付）・法人 10,000 円 

   ２０１８．９．２０ 

 

     

 

 

 

◎ 10 月はウガンダコーヒーを飲みましょう。 １杯のコーヒーが、ウガンダの子どもたちを力づけます。 

         安房地域の 22 店舗が協賛し、ウガンダ支援の社会貢献活動を実施中！  

 10 月 1 日は国際コーヒーの日。10 月 9 日はウガンダ独立の日。農薬を使わず自然栽培したウガンダのコーヒーを

流通し、支援の輪を広げるチャリティキャンペーンを企画したところ、22 店舗が協賛してくださいました。ご愛飲による

皆様の支援金は、ＮＧＯウガンダ意識向上協会（スチュアート・センパラ代表）を通じて貧困な子どもたちの 

教育や生活補助、持続可能な農業、辺境地のコミュニティづくりなど、有益な活動に役立てられます。この 

企画は、国際フェアトレード協会の認定を受けた（株）クリスタル社（名古屋）の協力を得て実現しました。 

【ウガンダコーヒー月間協賛店舗】                              喫茶   豆,粉販売   

館山焙煎工房カフェポラリス 
館山市北条 1708 アークス 

℡ 0470-23-2322 

ブロワ珈琲焙煎所  
館山市宮城 78-3 

℡ 0470-22-5300 

茶房カフェ・ノワール 
館山市北条 1313-4 

℡ 0470-24-4476 

茶房はたやま 
館山市北条 1807 

℡ 0470-22-8730 

トレイクル&マーケット 
館山市館山 95-70 小高記念館 

℡ 0470-49-4680 

マリヌス  
館山市神余 4561-75 

℡ 0470-28-0410 

道の駅とみうら枇杷倶楽部カフェ 

南房総市富浦町青木 123-1 

℡ 0470-33-4611 

スープのよろずや「花」花の谷ｸﾘﾆｯｸ 
南房総市千倉町白子 2446 

℡ 080-4063-7607 

安房自然村 ラウンジ「花回廊」 

館山市布良 600 

℡ 0470-28-1111 

里見茶屋  
館山市館山 236 城山公園  

℡ 0470-29-5100 

再活家具&カフェ あぢまぁ家 
館山市北条 1355-5 
℡ 0470-29-7706 

ロジェ・ルージュ 
館山市八幡 467-1 

℡ 0470-29-7611 

パン工房ばんぱん【喫茶】 
館山市小原 151-7 

℡ 0470-20-5225 

芳喜楼  
館山市山本 195-1 

℡ 0470-23-7211 

ギャラリー＆スペースＭＯＭＯ 
南房総市岩糸 1093 

℡ 0470-28-4621 

ホテル＆リゾート南房総 
南房総市富浦町多田良 1212 

℡ 0470-33-3311 

ウェストペニンシュラホテル 
館山市波左間 588（ランチのみ要予約） 

℡ 0470-29-5558 

田中惣一商店  
館山市湊 417-5 田中金物店 

℡ 0470-22-2088 

館山中村屋 館山駅前店 

館山市北条 1882 

℡ 0470-23-2133 

館山中村屋 バイパス店 

館山市北条 692-2 

℡ 0470-23-1656 

シークロップダイビングスクール 
館山市坂田 634 

℡ 0470-29-1575 

NPO 安房文化遺産フォーラム  

館山市館山 1016-1 

℡ 0470-22-8271 

  

※ 粉・豆の購入ご希望は、別紙伝票にて振り込み、または手渡し希望の場合は電話・ＦＡＸ・Ｅメール等で、 

ＮＰＯ事務局（河辺）までお申し込みください。 TEL＆FAX:0470-22-8271・090-3218-3479 

…青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会… 

 青木繁「海の幸」記念館(小谷家住宅) 友の会 NEWS                 【友の会：年会費 2,000 円】 

◎ ３つの〝あ〟の寺子屋講座  9 月 27 日（木）13:30～16:00 参加費（お茶菓子込）300 円／友の会会員は無料 

   第 6 回 「海辺の臨床美術を体験しよう」 渡辺克雄氏 （精神科医：鎌倉メンタルクリニック・上野の森クリニック） 

臨床美術とは、絵やオブジェなどの作品を楽しみながら作ることに 

よって脳を活性化し、高齢者の介護予防や認知症の予防・症状改善、 

働く人のストレス緩和、子どもの感性教育などに効果が期待できる 

芸術療法（アートセラピー）のひとつです。 

◎ 青木繁オマージュ色紙展  10 月 6 日（土）～11 月 11 日（日） 

      通常開館日：土日 維持協力金（入館料）：一般 200 円・小中高 100 円 

全国の画家や美大教授ら、青木繁を敬慕する著名な芸術家により、 

記念館運営を支援する目的で企画された、価値あるチャリティ展です。 

◎ シーサイドセラピー（海岸浴）＆浜そうじ 

 10 月 14 日（日）9:30～12:00  集合：布良崎神社 参加費無料 

 青木繁が愛した神話の浜を歩きながら、深呼吸してリフレッシュし、心と海岸を清めましょう。 

講演会 

 「考えてみよう！憲法のこと」  
      講師：伊藤真氏 （弁護士） 

日時：10 月 14 日（日）13:00～15:00 

会場：安房教育会館 

 参加費 200 円（資料代） 

高校生以下無料 

 主催：伊藤真弁護士講演会実行委員会 

 後援：ＮＰＯ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 NEWS  

◎ 旧安房南高校木造校舎の一般公開 

安房高等女学校木造校舎を愛する会（以下「愛する会」）の発足から１年

が過ぎ、会員は 300 名を超えました。この間、管理者である安房高校の

許可を得て、有志による草刈りや掃除を 12 回、団体見学の対応 3 回、

映画鑑賞会 1 回を行いました。10 年間使われていなかった学び舎が

再び手入れされ、命が吹き込まれていく様は心が洗われます。 

この活動が認められ、今年の見学会は、「愛する会」の協力のもと、

事務局を担うＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラムが、千葉県から公開

事業を委託されることとなりました。 つきましては、事前の草刈りや  

掃除、展示設営、当日の受付や駐車場係などのお手伝いして下さる 

スタッフを募集しています。       【愛する会：年会費 1,000 円】  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 安房地域母親連絡会 NEWS  

＊第 24 回安房地域母親大会 前売 500 円・当日 700 円 
10 月 13 日（土）13:30～16:00 鋸南町多目的ホール 

第１部 発言ひろば （鋸南町の魅力／地域の問題など） 

第２部 コンサートひろば 美地コンサート～歌はあらゆる壁を越えて～ 

    ＮＰＯフォーラムは、安房地域母親大会実行委員会の構成団体です。 

     男性も未婚者も参加できます。前売券はＮＰＯ事務局まで。 

 

◆ ＮＰＯツアーガイド＆講演のスケジュール ◆    
＊10 名以上の団体のスタディツアーガイド（有料）を承っています。 …座学・テキスト付=@1,500 円／赤山のみ=@500 円×人数… 

＊毎月第一日曜の午前は、個人や小グループを対象に、赤山地下壕ガイドサービス（無料）を実施しています。     

９月２６日（水）11:00～12:00 匝瑳人権擁護委員協議会第一部会 14名＝赤山 

９月２７日（木）10:00～11:00 クラブツーリズム 14名＝青木繁記念館 

１０月 ７日（日） 9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス 

１０月１１日（木） 9:30～16:00渋谷幕張学園中学 40 名＝座学・赤山・八犬伝・青木繁（戦跡＋文学芸術コース） 

１０月１１日（木）12:45～16:50 わせがく高校 160 名＝座学・赤山／貝がら磨き（ピースメダル作り） 

１０月３１日（水） 8:45～14:00 ３９Lの会（ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞﾂｱｰｽ）11 名＝上陸・赤山・座学・かにた村 

１１月 １日（木）10:30～16:30東京薬業懇話会 4名＝・座学・赤山・かにた村・四面石塔 

１１月 ４日（日） 9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス 

１１月 ６日（火） 9:30～14:00 国本高校 1 年 59 名＝座学・調理実習「おらがごっつお」・赤山 

１１月 ７日（水） 9:00～15:00館山総合高校１年 160 名＝赤山・青木繁記念館・渚の駅・安房南高校 

１１月１０日（土）10:00～12:00習志野共産党後援会 50 名＝赤山・ミニ座学 （布良） 

１１月１１日（日） 9:40～10:30茨城高専５Ｅクラス会 15名＝赤山 

 ※ 赤山地下壕（館山市指定史跡）は、 

オープン 14 年半で累計 30 万人が見学に訪れました！ 

 《当面のスケジュール》 

見学会に向け、草刈りや掃除、展示設営
などの準備を下記日程で 1時間程度行い
ます。ぜひ力をお貸し下さい。 

＊ 9 月 24 日（祝）7:00〜 
＊10 月 8 日（祝）7:00〜  
＊10 月 13 日（土）8:00〜 
＊10 月 20 日（土）8:00〜 
＊10 月 21 日（日）8:00〜 

※ なるべくスリッパや上履きをご持参ください。 

 

〇 校舎ガイドツアー 10:０0／11:30／14:00 

〇 書道パフォーマンス（安房高校書道部） 11:00／13:30 

〇 吹奏楽演奏（安房高校吹奏楽部） 13:00 

〇 黒板アート・作品＆写真展（安房高校美術部・写真部等） 

〇 美術展（安房南高校・安房高校ゆかりの教職員） 

〇 安房高等女学校から安房南高校までの歴史写真ギャラリー 

〇 安房地域の歴史文化の紹介 

〇 ぬか雑巾で木造校舎の床磨き体験 … など 

＊見学会 10 月 27 日（土）10:00～15:00 

主 催 ：千葉県教育委員会・千葉県立安房高等学校 

企画運営：ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム 

協 力 ：安房高等女学校木造校舎を愛する会  ＊ミニ講座＆証言の会 

10 月 28 日（日）13:30～15:00  

主催：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 

校舎に残る貴重な資料から、歴史の調

査研究を進めています。戦前の安房高女

や新制高校の歴史を聞き、思い出話を語

り合いましょう。懐かしい昔の写真や記録

をお持ちの方は、ぜひご持参下さい。 

かにた婦人の村 ボランティア募集 

 草刈り 10 月 3 日（水） 8:30～12:00 


