
１．2016年度事業報告 
１．総  会  

◆第24回総会  2016/05/29（大同大学滝春校舎本館14Ｆ 交流会室）出席者：34名 

１．2015年度（平成27年度）事業報告                                （大橋公雄） 

２．2015年度（平成27年度）決算報告                              （朝井佐智子） 

研究会会計・特別会計（田中基金）・シンポジウム会計・書籍会計        

３．2015年度（平成27年度）会計監査報告                         （植田泰司） 

研究会会計・特別会計（田中基金）・シンポジウム会計・書籍会計  

４．規約等一部改正                                           （大橋公雄） 

５．2016～2017年度役員・分掌組織、役員及び分掌幹事              （大橋公雄） 

６．2016年度（平成28年度）事業計画                              （大橋公雄） 

７．2016年度（平成28年度）予算                                 （朝井佐智子） 

８．その他 

   記念講演「日本の電気事業の変遷と産業遺産」            寺澤安正（会員） 

２．定例研究会

◆第140回定例研究会 2016/05/29（大同大学滝春校舎本館14Ｆ 交流会室）参加者：34名 

１．研究報告、調査報告 

［140-11-01］「中国・大連 天の川発電所専用線跡とその保存活用」             大島一朗  

［140-11-02］「産業遺産の価値評価をめぐって」                           天野武弘     

◆第141回定例研究会・第３回さんぎ大学講話会（共催）2016/07/24 

                    （トヨタ産業技術記念館ホールＡ）参加者：30名 

1. 研究報告、調査報告 

［141-11-01］「岐阜県の神坂（みさか）風穴見学記」 

－恵那市山本風穴、東野蚕種製造所、中津川市の神坂風穴－     大橋公雄 

［141-11-02］「岐阜県東部の砂防堰堤について その３」                 田口憲一  

２．その他の諸報告、保存問題など 

［141-21-01］「データーベース研究会」報告                      天野武弘 

３．研究会誌、会報（研究会ニュースレター） 

［141-31-01］研究会誌『産業遺産研究第23号』について                  浅野伸一 

  ○第３回さんぎ大学講話会（共催）参加者：72名（内会員30名） 

講話①「煉瓦と煉瓦造建築への探訪」                水野信太郎（会員） 

講話②「織機のたて糸準備」            小椋岳文（トヨタ産業技術記念館 館員） 

◆第142回定例研究会・見学会 2016/09/25 参加者：15名 

「半田市内界隈：新美南吉生家、半田赤レンガ建物、旧中埜家住宅」 

                              案内：野口英一朗、水野信太郎 

行程：半田口駅～徒歩～矢勝川と彼岸花～徒歩～新美南吉生家～徒歩～軽食と半田赤レンガ建物 

（旧カブトビール工場）～徒歩～旧中埜家住宅～徒歩～知多半田駅（解散）～懇親会 

◆第143回定例研究会 2016/11/27（名古屋都市センターまちづくり広場11Ｆﾎｰﾙ）参加者：70名 



１．研究報告、調査報告 

［143-11-01］報告「産業遺産の見方・調べ方：近世・近代古文書の読み方」      水野信太郎 

◆第144回定例研究会 2016/01/24（豊田市近代の産業とくらし発見館） 参加者：23名 

第１部 企画展見学会「枝下用水130年史」～偉なる哉疏水業～ 

［144-11-01］「企画展の想い」フロアートーキング                      小西恭子 

第２部 勉強会

１．研究報告、調査報告 

［144-11-02］「航空機用ディーゼルエンジン史とクリーンディーゼル車への発展」     杉本漢三

［144-11-03］「鍋屋上野浄水場、緩速濾過池の改修工事について」                   山田 貢 

［144-11-04］「松本市・臥雲辰致 ガラ紡 展示会について」                      天野武弘 

［144-11-04］海外情報:「ドイツの産業博物館を訪ねて MAN Museum & Industriemuseum Lauf」  

                                                                              石田正治

２．その他の諸報告、保存問題など 

［144-21-01］「データーベース研究会」報告                             天野武弘 

［144-21-02］「旧昭和塾堂」（元愛知学院大学歯学部大学院棟）の保存について    朝井佐智子 

◆第145回定例研究会・見学会 2017/03/26  参加者：15名 

「安城の新美南吉まちづくりの施設・遺構を見学」                    案内：水野信太郎 

行程：「北安城」集合～徒歩、新美先生の下宿に到着（幸運ですと14：00の時報を聞くことが出 

来ます）見学～徒歩～新田地区を見学（安城市新田町出郷：しんでんちょう・でご37番地付近に 

は、おそらく大正後期～昭和初期の長屋門を構える家屋が見られます）新田町～徒歩、名鉄「西

尾線」高架橋 ならびに「北明治稲荷社」を見学しながらＪＲ安城駅前付近に到着、新美先生を

前面に押し出す安城市のまちづくり見学、南吉館（まちづくり機能）、新美先生と生徒の像、シ

ャッター絵画～徒歩～旧安城高等女学校に到着、もとの高女は現在、安城市立桜町小学校：南吉

の文学碑 解散・懇親会 

３．シンポジウム、その他の催物

◆第12回パネル展と講演会  テーマ：「東海の綿織物・毛織物と産業遺産」 

・パネル展

開催時期：2016/11/22（火）～12/04（日） 

会   場：名古屋都市センター11Ｆ まちづくり広場・企画展示コーナー 入場者：2,255名 

・講 演 会

開 催 日：2016/11/27（日） 

  会   場：名古屋都市センター11Ｆ まちづくり広場・大研修室 参加者：70名 

   基調報告：「東海の紡織技術史とその遺産」                          石田正治（会員） 

   特別講演：「片岡春吉と尾西織物史」                浅井厚視（津島市立南小学校校長） 

報    告：「棉から綿糸まで（実演）」                               野村千春（会員） 

報    告：「綿糸のあけぼの～綿打ち・諏訪小倉織の姿を求めて～」     林久美子（会員） 

報    告：「繊維産業の繁栄を偲ばせる産業遺産 一宮市の鋸屋根工場群」岩井章真（会員） 

◆シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第35回  参加者：64名 

テーマ：「ものづくりとデザイン －産業の近代化とデザインの歩み－」 

開 催 日：2017/02/26（日）13:00～16:45     



会   場：名古屋市西区則武新町 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ 

基調講演「デザイン視点でのものづくりと社会的価値の変遷」    布垣直昭（トヨタ博物館長） 

講    演「マザーマシンにみるデザイン変遷」                           梅本良作（会員） 

◆「ものづくり文化再発見！ウォーキング」大会（協力） 

第16回：名古屋西部コース 実施日：2016/06/04（土）参加者：461名 

第17回：豊橋の地場産業と“食と農”のものづくりをめぐるコース  

実施日：2016/12/03（土）参加者：404名 

４．刊行物

◆研究会誌『産業遺産研究』第23号 2016/07/24 発行240部 

◆シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第35回講演報告資料集 2017/02/26 発行130部 

◆会報（印刷物及び電子版にて発行） 

第62号 2016/04/15発行、第63号 2016/07/12発行、第64号 2016/10/20発行、 

第65号 2017/01/20発行、第66号 2017/04/21発行 

５．その他

◆幹事会・役員会･その他の会議

  第１回幹事会・役員合同会議 2016/04/29 名古屋市市政資料館 第５集会室   

１. 総会準備について 

 第２回幹事会 2016/05/24 メール 

１．総会・定例研究会について 

   ２．会員移動、会員名簿について

  第３回幹事会  2016/07/21 メール 

    １. 定例会・見学会の日程変更について 

  第４回幹事会  2016/11/13 メール 

    １. 2017年10月産業考古学会名古屋大会 研究会が共催について  

  第５回幹事会  2017/01/04 メール 

    １．５月総会日時、記念講演、幹事会・役員会日時について 

  第６回幹事会 2017/01/06 メール 

    １．豊田市の市民活動センターに研究会の登録について 

第１回幹事会・役員会合同会議  2017/05/07 とよた市民活動センター 会議室 

  １．総会準備について 

◆その他の委員会・打ち合わせ等

 2015年度の会計監査  2016/04/03 名古屋市東区生涯学習センター 和室 

2016年度の会計監査  2017/04/15 名古屋市東区生涯学習センター 和室 

産業考古学会名古屋大会の実行委員会 2017/04/05 トヨタ産業技術記念館 

名古屋テレビ塔の資料調査 打ち合わせ 2017/02/10、02/23、03/08、03/21以後調査15回 

                             テレビ塔３階 作業室   

◆シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第35回 実行委員会

2016/03/20、05/29、07/24、11/22、2017/01/24、03/26 ６回実施 

◆第12回パネル展「東海の綿織物･毛織物と産業遺産」勉強会 名古屋都市センター13Ｆ 会議室  

 2016/02/07、04/10、06/12、08/07、10/09 、11/06  ６回実施 

◆第13回パネル展「中部の国産車の黎明期」(仮) 勉強会 名古屋都市センター13Ｆ 会議室 

 2016/02/05、04/09  



◆『産業遺産研究』編集委員会 主にメール会議にて適宜実施 

◆「中部産業遺産研究会 ニュースレター 電子メール版」

 月に２回更新 年25回ほど発行 

◆「中部産業遺産研究会 ウェブサイト」 2014/08/18  リニューアル

◆会員異動及び会員数 2016年度の入会者３名、退会者６名、 

 2017年３月３１日の会員数は個人122名、法人２団体、計124名 

※参考 加入３名：大島一朗2016/05/24、入江隆亮07/24、杉山清一郎2017/02/26、 

    退会６名：鈴木重雄2016/08/18、樋口義治10/13、中住健二郎2017/01/09、 

加藤敬之02/13、山本一彦03/31、小竹暢隆03/31 

※参考 2017年度 加入２名：小栗将達2017/04/01､磯部恭子04/04 



４．2017年度 事業計画 
１．総  会

   第25回（2017年度）総会 2017/05/28（名古屋市市政資料館 第３集会室） 

      記念講演「私と鉄道趣味そして岡崎市内の鉄道・産業遺産」           藤井 建 

２．事業計画

諸活動を通じて、産業遺産の調査研究、その保存と普及、啓発に努める。 

（１）産業遺産の調査研究

・産業遺産の調査研究と保存、および関連分野の研究とその普及、発展をはかる。 

・「日本の産業遺産データーベース」の構築にむけて調査する。 

・ものづくり再発見の英語版ガイドブックをホームページで広く宣伝し活用に努める。 

・のこぎり屋根工場の調査を継続して行う。 

・名古屋テレビ塔の資料調査に協力する。 

（２）定例研究会 

・原則として奇数月の日曜日の午後に研究報告や講座など開催する。 

・見学会は９月と３月に開催する。 

・内容は産業遺産に関わる研究報告・調査報告（産業遺産の見方・調べ方）、産業遺産の保存

  問題、研究会誌・会報・ニュースレターの原稿と編集、シンポジウム・見学会・その他の催

  物の企画、案内、文献・資料の紹介、委員会・役員会の報告、幹事会・事務局関係、近況報 

  告。 

    ・産業遺産調査カードを利用するなどして、気軽に発表が誰でも出来るように努める。 

（３）シンポジウム、見学会、その他の催物

   ・第13回2017年度パネル展・公開定例研究会の企画、開催する。 

    ・シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第36回の企画、開催する。 

    ・「さんぎ大学」を企画、共催する。 

    ・ 産業考古学会名古屋大会を企画・共催する。 

    ・平成29年度「ものづくり文化再発見！ウォーキング大会」（協力） 

    ・その他、必要に応じて有志のミニ見学会等を計画し、開催する。 

（４）刊行物

    ・研究会誌『産業遺産研究』第24号を発行する。 

   ・シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第36回の開催と講演報告資料集を発行する。 

    ・「会報」は、年４回発行し、定例研究会、見学会などの案内と報告を掲載する。 

  ・「電子メール版ニュースレター」を随時発行する。 

（５）役員会・幹事会・委員会

    ・役員会は適宜開催する。 

    ・幹事会は必要に応じて集まって行う。幹事会での検討事項が発生した時には、適宜、電子メ

ール会議等によって行う。 

    ・研究会誌編集委員会、パネル展の勉強会、シンポジウム実行委員会など各委員会を適宜開く 

   ・会員名簿を作成して、会員に配布する。 

（６）諸活動

    ・研究会のウェブサイトの運営と管理をする。 

（７）その他

    ・研究会の新会員の募集を積極的行う。法人の賛助会員に努める。 

 ・名古屋市文化事業関係自費出版助成金申請を行う。 


