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ＮＰＯフォーラム･だより №８０
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（総会出席権あり） ／ Ｂ会員：個人 1,000 円（ニュースのみ送付）・法人 10,000 円

◎ クラウドファンディング・支援の輪に挑戦！ ～目標額 120 万円・期間 10 月 31 日まで～

ウガンダの子どもたちのため、活動車両を買い替えよう！
ウガンダ共和国は、内戦を経て 1962 年の独立後も今なお政情不安定です。さらに南スーダンからの難民が
多く流入し、混乱しています。安房南高校から安房高校、安房西高校 JRC へとバトンタッチされた支援活動は
23 年にわたり、ウガンダ意識向上協会（CUFI）のスチュアート・センパラ氏を通して、孤児たちの教育や生活を
支え続け、アワミナミ洋裁学校という職業訓練校も設立されています。このたび、孤児の送迎や食糧運搬など
に利用している車両が夜道で牛にぶつかって故障してしまい、緊急支援要請がありました。
そこで、安房南高校の卒業生らを中心とするグループ「ひかりの」では、インターネット上の募金システム
「クラウドファンディング」を活用し、10 月末までに 120 万円を集めることとしました。ぜひご協力をお願いします。

【支援方法】 （１）クラウドファンディング
https://readyfor.jp/projects/awauganda
インターネット上で支援したいプロジェクトに対して、「お礼の品(リターン)」を購入し、
クレジットカード決済または銀行振込で支援する仕組みです。
ホームページを開いて「アカウント登録」を済ませてから、手続きをお願いいたします。
（２）ゆうちょ銀行・振替払込
口座番号 00260-1-97307
・名義:ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム
※備考欄に「ウガンダ基金」と記入ください。

□ アフリカの真珠・ウガンダの絶景と子どもたちの絵画展
◎ １０月８日（日）～１１月１９日（日） 館山病院ギャラリー （館山市長須賀 196 TEL:0470-22-1122）
アフリカ中央部に位置し、ビクトリア湖を有するウガンダは「アフリカの真珠」と呼ばれる、緑豊かな国です。
美しい河川や湖沼が多く、マウンテンゴリラなどの多様な野生動物を保護する国立公園がいくつもあります。
期間中、テーマごとに写真や作品を入れ替え、子どもたちの絵画作品や美しい風景写真を展示紹介します。
最終日の 11 月 19 日（日）は館山病院感謝祭があり、ウガンダ支援バザーをおこないます。
ウガンダ支援チャリティ企画
★ウガンダ産コーヒー豆 販売

★大山晃一油彩展
「女とバラと、」

～売上の一部を支援金に寄付～

館山焙煎工房カフェポラリス

は

（館山市北条 1708 アークス内 TEL：0470-23-2322）
焙煎専門店。美味しいウガンダ珈琲を特別限定仕入

□ 高等女学校木造校舎（安房南高校）を愛する会

ば

ギャラリー葉葉

9 月 14 日（木）～10 月 3 日（火）
（館山市北条 1648-3 TEL：0470-22-6842） 水曜休
新槐樹社会員。闘病生活の中、館山にて初個展。

（千葉県指定文化財）

旧千葉県立安房南高等学校旧第一校舎は、1930（昭和５）年、関東大震災後に建てられた和洋折衷の重厚な
建造物です。この文化遺産を地域の誇りとして後世に継承したいと願う者たちがあい寄り、自主的に草刈や掃除
などをしています。賛同者はぜひご参加をお願いします。

◎

９月１７日（日）7:00～9:30 草刈・清掃
１０月 １日（日）8:00～10:00 〃
１０月１５日（日）8:00～10:00 〃

13:30～15:30 懇談会
13:30～15:30 〃
13:30～15:30 〃

【予告】千葉県教育委員会・県立安房高校主催

木造校舎 見学会 10 月 28 日（土）

☆彡 館山市布良の船大工

豊崎榮吉さん（89） の証言
私は昭和 18 年に富崎尋常小学校高等科を卒業
後、中島飛行機という軍需工場に行きましたが、
兄が戦死したため家に戻り、船大工の跡継ぎに
なりました。当時は、国の命令で安房地域の船大
工が集められて、南部造船株式会社に組み込ま
れていました。私は乙浜工場の配属になり、軍の
主導の計画造船といって、木造の貨物船などを
作っていました。隣の白間津工場（本橋造船）で
は「震洋」を作っていたと聞いていました。

★ ＮＨＫ【おはよう日本】「海底に眠る残骸

特攻艇〝震洋〟か」 2017 年 8 月 16 日放映

取材協力した番組動画はこちら。 http://www3.nhk.or.jp/news/cameramanseye/2017_0822_2.html
※ＮＰＯホームページ「新着情報」またはお知らせ > メディア報道 よりリンク紹介。

□ 青木繁「海の幸」記念館

にて ～友の会と協働～

＊３つの〝あ〟の寺子屋講座

（資料・お茶菓子代 200 円）

旧富崎小学校の「３つの〝あ〟のふるさと学習（青木繁・安房節・アジの開き）」にちなんだ、楽しいまちづくり講座。
９月１４日（木） 13：30～ 「貝殻アクセサリーを作ろう」
岩田明彦 （貝殻細工制作）
１０月１７日（火） 13：30～ 「複製画の制作から青木繁作品を語る」 島田吉廣 （カラー印刷技術者）
１１月 ９日（木） 13：30～ 「青木繁が描いた布良と日露戦争」
愛沢伸雄 （ＮＰＯ安房文化遺産フォーラム）

＊東葛飾高校美術部展 ～ 館山・布良を描く

９月３０日（土）～１０月２９日（日）

毎年、千葉県立東葛飾高校リベラルアーツ講座では、美術部の生徒さんがスケッチしながら、「館山まるごと
博物館」をめぐっています。歴代の部員が描きためた作品から数点をお借りし、展示紹介します。（入館料 200 円）
安房自然村でも、『海の幸』『わだつみのいろこの宮』の同寸大模写作品を展示します。乞うご期待！

＊菊を愛でる会＆お抹茶を味わう

１１月３日（金）～１１月５日（日）

丹精こめて育てられた菊を愛でながら、秋の潮風と抹茶を楽しみましょう。

◆ ツアーガイド＆講演のスケジュール
◎ 10 名以上の団体を対象に、スタディツアーガイドを有料で承っています。

（入館料 200 円・一服 300 円）
ガイド＆
サポートスタッフ募集中！

・ガイド料＝１人あたり 500 円。座学・ガイドブック付は 1,500 円。時間・内容・料金等については応相談。

◎ 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実施しています。

９月 １日（金） 9:30～16:00 麻布中学１年 38 名＝座学・赤山・米軍上陸地
９月 ３日（日） 9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス
９月 ４日（月）14:00～16:00 ホテル洲の崎 風の抄 40 名＝青木繁記念館・布良崎神社（荒天は翌日）
９月１２日（火）15:30～16:30 新潟県立新潟北高校 220 名＝出前授業「館山まるごと博物館」
９月１３日（水）16:00～19:00 中央大学長谷川ゼミ 7 名＝座学
９月１４日（木） 9:00～17:00
〃
＝赤山・かにた・震洋・布良・館砲
９月２４日（日）10:30～16:30 千代田区退職者の会 22 名＝座学・赤山・かにた村・上陸 （泊：安房自然村）
９月２５日（月） 9:00～
〃
９月２７日（水） 9:30～11:30 房南小学校４年生（大山先生）22 名＝青木繁記念館・布良崎神社
９月３０日（土）10:30～14:55 大網白里市生涯学習課 21 名＝座学・赤山・掩体壕・米軍上陸地
１０月
１０月
１０月
１０月

１日（日） 9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス
２日（月）10:40～15:00 東葛飾高校 15 名＝大巌院・館砲・青木繁記念館・布良崎神社
３日（火） 9:00～16:00
〃
＝円光寺・震洋・海岸段丘・座学・赤山・かにた・掩体・上陸地
４日（水） 9:50～15:00 千葉県高校校長協会人権研修 16 名＝座学・赤山・かにた村

１０月１１日（水）10:30～12:00 よこはま健康友の会・新鶴見支部 50 名＝赤山・米軍上陸地
１０月１１日（水）13:00～16:30 新潟北高校 220 名＝赤山・掩体・米軍上陸地
１０月１１日（水）17:00～17:50 わせがく高校 150 名＝座学
１０月１２日（木）14:00～16:30
〃
＝赤山・掩体・米軍上陸地
１０月１２日（木） 9:30～16:00 渋谷幕張学園中学 24 名＝①座学・赤山・上陸／大房岬
36 名＝②青木繁記念館
40 名＝③千潮丸・ロープワークうしお会
１０月１３日（金）10:00～11:00 房南小学校４年 22 名＝出前授業
１０月１６日（月）10:30～14:15 昭和女子大学現代教養学科２年 98 名＝座学・赤山・米軍上陸地
１０月１９日（木）10:00～16:00 とけ九条の会 30 名＝赤山・上陸地・大巌院・青木繁記念館・布良崎神社
１０月２１日（土）16:00～17:50 明星大学教育学部長谷川ゼミ 20 名＝座学
１０月２２日（日） 8:30～15:00
〃
＝四面石塔・赤山・かにた村・青木繁記念館
１０月２５日（水）11:00～16:00 昭和女子大学歴史文化学科 100 名＝座学・赤山・上陸地・青木繁記念館・神社
１０月２６日（木）10:00～12:00 館山市健康課・那古 20 名＝青木繁記念館・布良崎神社
１１月 ５日（日） 9:30～12:00 赤山地下壕ガイドサービス
１１月１０日（金） 8:45～16:00 館山総合高校１年 150 名＝観光の学び（赤山・布良・大巌院）

