








AKAOKAWARABAN   Vol.63

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





〜半衿講座〜〜半衿講座〜＜13:00〜15:00＞

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)

＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。

（ 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。）

チクチク手縫いをはじめてみませんか？

チクチク手縫いをはじめてみませんか？

10:00～16:00
（参加自由）

（日）114

赤れんが商家の維持管理のためのお手入れや整理整
頓作業を行います。今回は、前回に引き続いてのタン
スのリメイク&額縁づくりです！
ご参加をお待ちしております！

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

パンケーキカフェと
同時開催！

※状況によりイベントを中止する場合もございます。ご了承ください。

CU
T!!

2021
月号４

パンケーキをこよなく愛するメンバーが工夫を
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IRE
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レールを直して建具が入るようになりました ワークショップの際にはかまどでごはんをつくります

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



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

発行：2021年4月 発行元：すてきなまち・赤岡プロジェクト  あかおかわらばん! Vol.64

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773

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

赤 れ ん が 商 家 修 復 基 金 へ の ご 協 力 お 願 い
赤れんが商家は、多くの方のご協力により徐々にみんなぁの集まる場所になって
きましたが、建物の傷みも著しい状況です。継続的に活用するため、皆様からのご
寄付を受け付けております。　　　　詳しくはこちらのリンクをご覧ください！→

いっしょに活動する
仲間を募集！

本プロジェクトでは、一緒にボランティア活動する方を募集します！赤れんが商家を中心にワークショ
ップのお手伝いやかわらばんの編集、月一回程度のミーティングなどを行います！
「地域に貢献したい」「古いもの・文化・建築が好き」など、少しでもご興味があれば、下記のご連絡
先までお気軽にお問い合わせください！

 クラウドファンディング
ついにやります！

クラウドファンディングとは・・・インターネット上で企画内容と必要な金額を提示し、広く支援を呼びかける手法。

歴史的な建物と町並みを生かしたまちづくりに取り組む「すてきなまち・
赤岡プロジェクト」の取り組みを紹介するとともに、みなさんの身近なま
ちや建物の見方について、クイズ形式で楽しく学びます。

テーマ：「建物を通してまちを楽しもう！ーすてきなまち・赤岡プロジェクトの取り組みー」
日時：4月23日（金）　18:30～20：30   定員：15名程度
会場：高知市役所たかじょう庁舎2階「高知市市民活動サポートセンター」内会議室
お申込み・お問合せ先：　高知市市民活動サポートセンター
　　　　　　　　　　　電話（０８８-８２０-１５４０）  E-mail（info@shiminkaigi.org）
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赤岡の古民家の特徴を見つけよう！
赤岡は、高知城下と室戸方面をつなぐ街道沿いの宿場町として発展。

街道を行き交う人々への商いで賑わったので、商家が多く残っています。

【商家（町家）の特徴】

・道に面してお店を建てて往来
　する人が入りやすくする。
・道に面する建物の幅が細く、
　奥行きを長くとることで、沢
　山の店が立ち並ぶようにする。
・昔は間口幅によって税金が決
　められたため、間口が広い家
　は力や財力があったと言える。

間口

（道に
面する

幅）

奥行き

建物の高さによって建てた時代の順番が大体わかる！

平屋
1 階のみを使う つし 2階2 階を物置や使用人の部屋として使う

本 2階
2 階を居室や客間として使う

■ 間口と奥行き

■ 高さ

雨が多い高知県ならではの工夫が色々ある！

■ 瓦

山折した屋根を「切妻（きりづま）屋根」と呼ぶ。

平入
真っ直ぐの方から入る 妻入

三角の方から入る

商家では雨を隣に落とさないように平入にすることが多い

昭和の中頃には大きな看板を
つけた「看板建築」が流行した

■ 屋根の形

部屋の使い方によって形や材料が変わる。

店は客人が入りやすい土間、住まいの場所は畳の座敷。

天窓

天井

奥行きが深くなると窓が取れない
部屋が出てくるので、天窓をとる

部屋の使い方によって天井の高さや種類を変える。
大引天井
2 階の床を支える構造。天井板がそのまま 2階の床板と
なっている

吹き抜けかまどなどの煙を逃すために天井を張らない太い梁が見えて迫力のある空間となる

雨がなるべく壁に当たらないように、小さな瓦で漆喰壁を守る。

デザイン性も重要で、家の装飾にもなっている。

壁と庇の境目に瓦を入れて、隙間から雨が侵入しにくくする。

風雨の当たる方向に合わせて瓦の形を変え

て、雨が屋根の内部に侵入しにくくする

竿縁天井
天井板だけを支える構造。座敷の天井を高くして、2階は使わない

■ 室内

水切り瓦

たて瓦
瓦の葺き分け

右瓦

「へ」の字の形
「へ」の字の逆

左瓦

赤岡中学校古民家おそうじボランティア
作成：高知工業高等専門学校 北山めぐみ

赤岡の古民家の特徴を見つけよう！

赤岡は、高知城下と室戸方面をつなぐ街道沿いの宿場町として発展。

街道を行き交う人々への商いで賑わったので、商家が多く残っています。

【商家（町家）の特徴】
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　奥行きを長くとることで、沢
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吹き抜けかまどなどの煙を逃す
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平入

妻入 ・道に面してお店を建てて往来
　する人が入りやすくする。
・道に面する建物の幅が細く、
　奥行きを長くとることで、沢
　山の店が立ち並ぶようにする。
・昔は間口幅によって税金が決
　められたため、間口が広い家
　は力や財力があったと言える。

間口

（道に
面する

幅）

奥行き

■ 間口と奥行き「見方がわかると面白い！」
　建物クイズでまちの見方を
　みんなで考えよう！

始動！
3月8日、運営メンバーで役員会を行い、来年度の活動に向けて皆で話し合いました！
その中のひとつに「いよいよ傷んできた大屋根の修繕をしたい！」がありました。しかし修繕には多額の費用
が・・・そこで全国の皆様に支援をお願いす
ることにしました！近年、資金調達の方法とし
てよく利用されている「クラウドファンディン
グ」を4月以降、本格的に始めます！ぜひ皆
さまご支援のほどよろしくお願いいたします。
　Facebookでも随時情報掲載しています
ので、どうぞチェックしてください！

クラウドファンディングとは・・・インターネット上で企画内容と必要な金額を提示し、広く支援を呼びかける手法。

　Facebookでも随時情報掲載しています
ので、どうぞチェックしてください！

まちづくりトークＣａｆｅ



＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。

（ 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。）

〜半衿講座〜〜半衿講座〜＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いを

はじめてみませんか？
チクチク手縫いを

はじめてみませんか？

絹の手縫い糸で手編み
された「atelier_nagomi」
のアクセサリーも販売
しています！※状況によりイベントを中止する場合もございます。ご了承ください。
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（日）

赤れんが商家の維持管理のため、お庭のお手入
れや東の土間の片付け等を行います。短時間だ
けでも大歓迎！お気軽にご参加ください！
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。お昼ご飯は500円でご用意しています。

暑くなる前
に草刈りを

しよう！

廃材を再
利用してD

IYしていま
す。

かまどご飯を一緒につくろう！

※社会状況によりお弁当等に変更する可能性があります。
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香宗川

あかおか駅（土佐くろしお鉄道）
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発行：2021年5月 発行元：すてきなまち・赤岡プロジェクト  あかおかわらばん! Vol.65

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773

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

赤 れ ん が 商 家 修 復 基 金 へ の ご 協 力 お 願 い
赤れんが商家は、多くの方のご協力により徐々にみんなぁの集まる場所になって
きましたが、建物の傷みも著しい状況です。継続的に活用するため、皆様からのご
寄付を受け付けております。　　　　詳しくはこちらのリンクをご覧ください！→

いっしょに活動する
仲間を募集！

本プロジェクトでは、一緒にボランティア活動する方を募集します！赤れんが商家を中心にワークショ
ップのお手伝いやかわらばんの編集、月一回程度のミーティングなどを行います！
「地域に貢献したい」「古いもの・文化・建築が好き」など、少しでもご興味があれば、下記のご連絡
先までお気軽にお問い合わせください！

 
全国の若手建築士の方々に私たちの

取り組みを紹介しました！

「令和2年度全国青年委員長会議」

この会議では、各県の
青年委員会のリーダ
ーとしての素養を高め
ることを目的としてお
り、建築士がまちづく
りに関わることの重要
性や可能性を広げて
もらうためのワークシ
ョップ形式を取りました。しかしこのコロナ禍により、オ
ンラインでの開催のため、オンラインでのワークショップ
という初めての試みとなりました！

　�月��日に、建築士が集まる公益団体・建築士会の若
手が活動する青年委員会の各都道府県の長、すなわち
青年委員長が集まる「全国青年委員長会議」にて赤岡の
まちづくりについてお話させていただきました。

 〜お手入れ赤れんが〜

タンスのリメイクが完成！

　�月、�月のお手入れ赤れんがでようやくタンスのリメ
イクが完了しました！このタンスは、町の方から、処分し
ないといけないけどもったいないので活用できないかと
相談いただいたもの。タンスのままだと使いあぐねてい
たので、以前から欲しいと思っていた調理台としてリメイ
クしました！
　タンスの上半分を使って、調理に適した高さにするた
めに開閉式の収納を設けました。これで複数人での調
理もゆったりできます！ここでコーヒーを淹れるのも良
さそうだなと思っています。ぜひパンケーキの際などに
見にきてくださいね♪

ワークショップでは、グループに分かれて「あなたにとっ
ての地域活動のモチベーションの源は？」というお題で
自己紹介を行った後に、「建築が持つ、まちを豊かにする
力とは何か」、「地域の豊かさを共有するための手法」に

ついて話し合いました。
短い時間だったのでもう
少し議論できればよかっ
たと思いましたが、各県
の地域活動に何かお役
に立つことができれば良
いなと思います！

のぶやんがノミの使い方を教えてくれました！

切断部分は色を塗って馴染ませて　ようやく完成！



＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。

6 12 （ 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。）

※状況によりイベントを中止する場合もございます。ご了承ください。

AKAOKAWARABAN   Vol.66

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

13
6

10:00～16:00

（日）
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を行います。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円でご用意しています。
申し込み：080-1432-4947（北山）

アーチ
の扉を

復活さ
せよう

！

〜半衿講座〜〜半衿講座〜

＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いを

はじめてみませんか？
チクチク手縫いを

はじめてみませんか？

絹の手縫い糸で
　　　手編みされた
　　　　「atelier_nagomi」
　　　　 のアクセサリー
　　　　 も販売していま
　　　　す！

YouTubeにワークショ
ップの様子をUPしま
した！

2021
月号6



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

発行：2021年6月 発行元：すてきなまち・赤岡プロジェクト  あかおかわらばん! Vol.66

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773

赤れんが商家へは高知龍馬空港から東に約5km

赤 れ ん が 商 家 修 復 基 金 へ の ご 協 力 お 願 い
赤れんが商家は、多くの方のご協力により徐々にみんなぁの集まる場所になって
きましたが、建物の傷みも著しい状況です。継続的に活用するため、皆様からのご
寄付を受け付けております。　　　　詳しくはこちらのリンクをご覧ください！→

いっしょに活動する
仲間を募集！

本プロジェクトでは、一緒にボランティア活動する方を募集します！赤れんが商家を中心にワークショ
ップのお手伝いやかわらばんの編集、月一回程度のミーティングなどを行います！
「地域に貢献したい」「古いもの・文化・建築が好き」など、少しでもご興味があれば、下記のご連絡
先までお気軽にお問い合わせください！

 
赤岡の町並みは貴重な
学びの場となっています☆

赤岡はまるごと地域の学びの場！

　�月には高知大学
教育学部で教員や保
育士を目指す学生た
ちがまち歩きを行い、
地域の気候風土に根
差した町並みについて
学びました。右瓦と左
瓦の違いを初めて知っ
たり、それぞれの町家が持つ歴史や特徴を家主さんか
らお聞きする貴重な体験をさせていただきました。
　�月には、高知高専の学生たちが、地域の歴史的建造
物が持つ役割や価値について考える授業の一環で町を
歩きました。この演習を通して、誰もが知っているような
著名な建物のみならず、地域に当たり前のようにある建
物が、人々の活動によって重要な役割を持ち、継承すべ
き対象となっていくことを、まち歩きとレクチャーから感
じ取ってくれたようです。このように町が持つ多様な価

値を、若い人たちへ伝
えることができるのも
地域の方々が日々町
を守っておられるから
こそ。皆様、いつもあ
りがとうございます！

　毎年恒例となりつつある赤岡中学校の古民家お掃除
ボランティアに加えて、高専や大学などの多くの学生が、
赤岡の町並みを題材に地域文化について学んでいます。

　�月��日に、高知市市民活動サポートセンター主催の
「まちづくりトークカフェ」ですてきなまち・赤岡プロジェ
クトの活動についてお話しする機会をいただきました。
　�部構成とし、第�部では、��年近くにわたる、これま
での赤岡のまちづくりについて振り返りました。旭湯お
気楽演芸場やまちのホメ残し隊など、赤岡の方々にとっ
ては懐かしいお話も多かったのではないでしょうか。
　第�部は、赤れんが商家の保存からすてきなまち・赤
岡プロジェクトの取り組みについて紹介しました。参加
者の方々からは、教育機関との連携の仕方に興味を持

まちづくりトークカフェで

お話してきました！

った、奮闘する姿がよ
く伝わった、など励ま
しのコメントをいた
だきました。

　第�部は、高知の伝
統構法や特徴的な建
物など、知っているよ
うで知らない豆知識を
学ぶ建物クイズを行い
ました。難易度が高い
と言われつつも、白熱
したクイズ大会となり
ました☆

←赤岡まちづくりの歴史を紹介中！
↓喉が枯れるほどクイズで盛り上が
　りました～！



＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。

7 10 （ 土 ）

※状況によりイベントを中止する
場合もございます。ご了承ください。

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。）

AKAOKAWARABAN   Vol.67

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

11
7

10:00〜16:00

（日）

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を行います。
短時間だけの参加も大歓迎です！
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円でご用意しています。
申し込み：080-1432-4947（北山）

廃材を再利用してDIYしています！

〜半衿講座〜〜半衿講座〜

＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いを

はじめてみませんか？
チクチク手縫いを

はじめてみませんか？

2021
月号7

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

古瓦を砕いてタイルに！

５、６月と、お庭の手入れを
実施しましたが、今回もお庭
作りの続きを実施します！もう
一息で通路が完成です！
暑さが予想されますが、楽し
く作業しましょう！

何を植えようかな？

土と触れるの楽し
い！

道ができた！





＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。
9 11 （ 土 ）

※状況によりイベントを中止する
場合もございます。ご了承ください。

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。）

AKAOKAWARABAN   Vol.68

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

7
8

10:00〜16:00

（土）

赤れんが商家の維持管理のため、建物のお手入れや庭
のお掃除などを行います。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円でご用意しています。
申し込み：080-1432-4947（北山）

〜半衿講座〜〜半衿講座〜 ＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いを

はじめてみませんか？
チクチク手縫いを

はじめてみませんか？

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

歩きやすい遊歩道ができました！

オクラ

エダマメ

ひまわり

イタリアンパセリ

前回に引き続き、お庭

づくりをおこないます！

暑さが予想されますが、

楽しく作業しましょう！

ちょっと一息、
クールダウン

2021
月号8

※８月はお盆休みの
　ためお休みします。

この道を仕上げます！

野菜やハーブに囲まれながらのお庭づくり

浴衣で遊びに来ませんか？

着付けお手伝いします！

浴衣で遊びに来ませんか？

着付けお手伝いします！



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

発行：2021年8月 発行元：すてきなまち・赤岡プロジェクト  あかおかわらばん! Vol.68

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

赤 れ ん が 商 家 修 復 基 金 へ の ご 協 力 お 願 い
赤れんが商家は、多くの方のご協力により徐々にみんなぁの集まる場所になって
きましたが、建物の傷みも著しい状況です。継続的に活用するため、皆様からのご
寄付を受け付けております。　　　　詳しくはこちらのリンクをご覧ください！→

いっしょに活動する
仲間を募集！

本プロジェクトでは、一緒にボランティア活動する方を募集します！赤れんが商家を中心にワークショ
ップのお手伝いやかわらばんの編集、月一回程度のミーティングなどを行います！
「地域に貢献したい」「古いもの・文化・建築が好き」など、少しでもご興味があれば、下記のご連絡
先までお気軽にお問い合わせください！

NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト　設立総会

赤れんが菜園成長中♪お手入れ赤れんが♪
この夏、赤れんが商家では家庭菜園に挑戦
しています。ハーブやレタス、ミョウガな
ど日当たりの良いお庭でスクスク成長中。
８月のWSで収穫予定です！お楽しみに！

7月のお手入れ赤れんがで
は、前回に引き続き、庭づ
くりを行いました。
瓦を敷き詰めた上にまさ土
を撒いて、雑草が生えにく
い遊歩道にしていきます。
ところどころカットした瓦
を埋め込んでアクセントに
しました。半分ほど進んだ
ところで時間切れ。
次回のワークショップで完
成を目指します！

インスタグラムでは、日々の様子を更新中！

昨年から準備を続けてきた本プロジェクトのNPO法
人化に向けて設立総会を行いました！定款や事業計
画等を丁寧に確認し、主要なメンバーで確認を行い
ました。この日は、須留田八幡宮神祭の日。本来で
あれば芝居絵屏風が並ぶ風景がみられますが、今年
は提灯のみ。芝居絵を飾る文化が未来へ引き継がれ
る様にとの思いから行いました。

収穫したオクラを試食！
ユンボでお庭の草を
一掃していただきました！

�/��

�/��



こん
な感じのコンポスト♪

26
9
10:00～16:00

（日）

赤れんが商家の維持管理のため、建物のお手入れや
庭のお掃除などを行います。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円でご用意しています。
申し込み：080-1432-4947（北山）　※雨天でも実施予定です。

＜12:00〜16:00＞

 和裁は13:00〜です。
9 11 （ 土 ）

※状況によりイベントを中止する
場合もございます。ご了承ください。

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。）

AKAOKAWARABAN   Vol.69

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

〜半衿講座〜〜半衿講座〜 ＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いを

はじめてみませんか？
チクチク手縫いを

はじめてみませんか？

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！

かぶとにんじんを
新しく植えました！

ひまわりとタチアオイと
芽キャベツが育っています。朝顔がジャングルに・・・

ご近所の方にいただいた
菖蒲を植えました！

来年はお花が咲くかな！

2021
月号9

少し涼しくなった季節、浴衣で遊びに来ませんか？
着付けのお手伝いいたしますよ～！

今回は
コンポストを
作ります！
赤れんが商家で出た
生ゴミをお庭の野菜
の堆肥にするため廃
材をDIYしてコンポス
トを製作します！
持続可能な社会へ
の第一歩！

＜12:00〜16:00＞

和裁は13:00〜です。
9 11 （ 土 ）

※状況によりイベントを中止する
場合もございます。ご了承ください。

9
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。）

〜半衿講座〜〜半衿講座〜〜半衿講座〜 ＜13:00〜15:00＞

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)

チクチク手縫いをチクチク手縫いをチクチク手縫いを

はじめてみませんか？はじめてみませんか？はじめてみませんか？

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！

少し涼しくなった季節、浴衣で遊びに来ませんか？
着付けのお手伝いいたしますよ～！

コロナウイルス拡大防止のため
中止とさせていただきます。

収束させてまたみんなぁで集まれるよう
がんばりましょう！

※お手入れ赤れんがはコロナ対策を
行った上で実施予定です
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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

赤 れ ん が 商 家 修 復 基 金 へ の ご 協 力 お 願 い
赤れんが商家は、多くの方のご協力により徐々にみんなぁの集まる場所になって
きましたが、建物の傷みも著しい状況です。継続的に活用するため、皆様からのご
寄付を受け付けております。　　　　詳しくはこちらのリンクをご覧ください！→

いっしょに活動する
仲間を募集！

本プロジェクトでは、一緒にボランティア活動する方を募集します！赤れんが商家を中心にワークショ
ップのお手伝いやかわらばんの編集、月一回程度のミーティングなどを行います！
「地域に貢献したい」「古いもの・文化・建築が好き」など、少しでもご興味があれば、下記のご連絡
先までお気軽にお問い合わせください！

お手入れ赤れんが・お庭の遊歩道が完成しました！

＃あかおかえる　配信中季刊誌 えぬぴぃOh!に掲載♪
赤れんが菜園には、休憩にちょうどいい葉っ
ぱが豊富だからか、かえるたちの人気スポッ
トになっています。よーく観察していると、
それぞれお気に入りの場所があるようです♪

高知市市民活動サポートセ
ンターの季刊誌「えぬぴぃ
Oh！」に、本プロジェク
トの取り組みを掲載いただ
きました！この季刊誌、国
際デザインビューティーカ
レッジの学生さんが編集さ
れているそうです、夏らし
い涼しげな表紙ですね。
色んなNPOのことを知る
ことができるので、ぜひ読
んでみてください！

インスタグラム「akaakapost」では、日々の様子を更新中！

かれこれ4回にわたって進めてきたお庭づくり。
毎回お天気にも恵まれて順調に進み、ようやく
完成しました！小さく区切られたお庭には、続
々と野菜やハーブなどが植っており、ワークシ
ョップのお昼ご飯には枝豆やオクラなど、季節
の野菜が並んでいますよ♪
秋にはここでオープンカフェができたらいいな
と思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。

完成したお庭で記念写真をパシャリ！シートの日除けは効果抜群！瓦カットに挑戦！

夏 蛙
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