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●安房文化遺産フォーラム 受賞祝賀会● 
2009 年 9 月 26 日（土）15 時～ たてやま夕日海岸ホテルにて 

参加費：一般 6,000 円のところ、ＮＰＯフォーラム会員は 5,000 円 

記念品のみ 2,000 円も受け付けます。 

平成 18 年度内閣官房長官賞、20 年度千葉県文化の日功労賞に続き、 

21 年度は文化財保存全国協議会より第 10 回和島誠一賞を受賞したことを記念し、 

長きにわたり文化財保存運動をご支援くださった中世史研究者の呼びかけで祝賀会が企画されました。 

この日は、ＮＰＯ会員は全員が主役です。別途案内状の回答書にてお申込みください。 

■ 小高記念館の「知恵袋講座」     … 参加費 200 円。楽しい茶話会です。… 

◇  ９月２２日（火） ＝祝日連休にあたるため、休会とします。  

◎ １０月２７日（火） 13：30  
  講師 ：船田 正廣さん  テーマ：「北条海岸 46 年」 

      長野県上田市生まれ。東京芸術大学彫刻科卒業後、千葉県立高校の美術教師に着任。安房高

校、安房南高校を経て、現在は安房西高校。愛犬マリアンとともに北条海岸を散歩するのが毎日の

日課。今夏、教え子たちの主催で古希記念展を開催。 

■ 愛沢綾子 回顧展 –わたしは画家になりたい-  

  ◎ ９月２０日（日）～２３日（水） とみうら枇杷倶楽部ギャラリー 

 

 

 

 

■ 里見の道ウォーキング ～岡本城跡から北条郷（鶴谷八幡宮）へ～ 

◎ １０月１０日（土） ０８：４５  JR 富浦駅集合 参加費 200 円 

        当日受付のみ、健脚向き、小雨決行、昼食・飲料持参 

        【主催】里見氏稲村城跡を保存する会 【共催】ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム 

■♪ウミホタル合唱団･安房♪  

◎10 月 11 日（日）館山地区公民館にて、館山地区コミュニティのつどい参加合唱披露 

     館山の戦跡保存と平和研修から生まれた 

合唱組曲 『ウミホタル～コスモブルーは平和の色』。 

見学や体験練習は無料です。 

【入会金】 1,000 円（新楽譜代･通信費を含む） 

【団費（月額）】2,000 円  【指導者】栗原けい子先生 

♪9月 10日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室 

♪9月 17 日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室 

♪9月 24 日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室 

♪10月 8日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室  

♪10 月 15 日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室 

♪10月 22 日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室 

◆ あいざわあやこ （ＮＰＯ安房文化遺産フォーラム会員） 

1984 年館山生まれ。2004 年大学在学中に統合失調症を発病。自宅療養のなか

でＮＰＯ活動に参加しながら、絵画制作を始める。 

2006 年千倉カフェ・ド・ヴォンにて第 1回個展。 

2008年館山病院ギャラリーにて第 2回個展。 

2008年 7月永眠。（享年 24歳）。 

… 綾子さんの絵は、今なおメッセージを語り続けています。 

ＮＰＯの名刺を作りませんか。 

メンバー価格＝５００円（１００枚） 

差額は活動補助としてＮＰＯが負担

します。希望者は掲載情報を記入

し、事務局までお申し込み下さい。 

＊氏名、住所、自宅電話、携帯番号、

ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページ、他の

所属団体名・役職なども OK です。 



 

 

★Report ② 

鳥取倉吉にて、里見氏調査の報告会 

安房国を 170 年治めた後、伯耆国に改易となっ

た戦国武将里見氏。’07 年冬、千葉県の中世史専

門家が彼の地を訪問し古文書類を調査研究。’08
年には、同報告書『今よみがえる里見忠義の足跡

（1,000 円）』発行、館山にて報告会開催。’09 年

8 月 22 日に倉吉で報告会開催。約 80 名参加。歴

史ブームのなか、NHK 大河も期待される!? 
講師・川名登氏（千葉経済大学名誉教授） 

・佐藤博信氏（千葉大学教授） 
・滝川恒昭氏（千葉県史専門家） 
・愛沢伸雄氏（NPO フォーラム代表） 
・ゲスト：堂本暁子氏（前千葉県知事） 

＊Blog 安房国再発見 
http://ameblo.jp/awabunka1/ 

ブログとはインターネット上の写真日記です。

ＮＰＯの公式サイト左下のリンクから開けます。最

新日記から順に掲載されています。たとえば、右

列中ほどの「ブログテーマ一覧」から「日韓交

流」を選べば、訪韓記録も見られます。リンク先

の姉妹ブログもどうぞよろしく☆ 

＊Blog 布良・相浜の漁村日記 

＊Blog 義のこころを語り継ごう 
 

★Report ① 

韓国ソウル・仁川にて、平和講演とまちづくり交流 

今夏、ソウル平和博物館で行われた教員平和研

修で愛沢伸雄代表・池田恵美子事務局長が講演。

ＮＰＯ監事の浅井信氏（元館山市観光プロデューサ

ー）と愛沢香苗さんが同行。教育交流のほか、板門

店 38 度線視察、仁川（インチョン）のまちづくり市民

活動グループとの交流など、有意義な４日間でした。

訪韓第二の目的として、スタディツアーの誘致活動

をおこない、年度内にも高校生の研修来館が実現す

るかもしれません。乞うご期待！ 

★Report ③ 

第 5 回安房・平和のための美術展 

安房ゆかりの 57 人の作家が平和祈念に心を合

わせ、「戦後 60 年」の節目に始まり、今年は５

回目を迎えた。同展では、毎年募金や作品のチャ

リティ基金を、愛沢伸雄代表が教員時代から安房

南高校の生徒会で続けてきた「ウガンダ AWA･

MINAMI 洋裁学校」やかにた婦人の村への支援

金として寄付している。今年は、ウガンダから子

どもたちの描いた絵が送られ、同展に出品。また、

船田正廣氏は旧安房南高校のセーラー服姿の女

子高生をブロンズ像にして出品。 
安房の地から誕生したこの取組や国際協力が

次の世代に引き継がれますように。 

◆ツアーガイドのスケジュール  
9 月 13 日（土）11:00～17:00 小山九条の会（15 名）：座学・基本・かにた （翌日 9:00～12:30 館砲・富崎等） 

9 月 21 日（敬老の日）10:00～12:00 赤山無料ガイド 

10 月 4 日（日）10:00～／14:00～伊丹市立北中学（6 クラス）：赤山スルー・掩体壕・上陸地 

10 月 4 日（日）10:00～12:00 赤山無料ガイド 

10 月 7 日（水）・・・生協労組ちば 

10 月 8 日（木）11:30～15:30 東京労金 OB 憲法九条を守る会（40 名）：基本 

10 月 9 日（金）9:30～16:00 渋谷幕張中学：戦跡コース／水産コース 

10 月 9 日（金）13:00～16:00 渋谷幕張中学：里見コース 

10 月 14 日（水）11:00～15:30 茨城堺町遺族会（30 名）：座学・基本 

10 月 14 日（水）11:00～17:00 YWCA（10 名）：座学・基本・かにた 

10 月 16 日（金）13:00～16:00 千葉県高校歴史部会秋季研究協議会：座学・基本 

10 月 22 日（木）9:00～11:30 わせがく高校（170 名）赤山スルー・掩体壕・上陸地 （前日 19:00～座学） 

10 月 23 日（金）11:00～16:00 神奈川県私鉄労組青年婦人協議会（20 名）：座学・基本・かにた 

10 月 26 日（月）旅ックス龍ヶ崎遺族会（40 名）： 

10 月 27 日（火）埼玉退教北足立北支部（20 名）：座学・基本・かにた 

10 月 31 日（土）とけ・九条の会（30 名）： 

11 月 6 日（金）草加市共産党女性後援会（45 名）： 

11 月 8 日（日）平和ネットワーク草加＆草加市（20 名）： 

11 月 9 日（月）しろい・九条の会（40 名）： 

11 月 11 日（水）日本セカンドライフ協会（20 名）： 

◆予告  

◎旅のもてなしプロデューサー講座 in 館山    ◎八犬伝ワールド～第３回戦国こすぷれ大会 

11 月 14･15 日 いこいの村                11 月 28・29 日（土・日） 館山城山公園 

どちらも実行委員会募集中！ 

企画からご参加ください。 

毎月第一火曜 18:00～ 

連絡懇談会＝小高記念館 


