中部産業遺産研究会

会報

第 39 号

Newsletter of The Chubu Society For The Industrial Heritage
Ⅰ．第 19 回総会・第 110 回定例研究会の開催について
開 催 日 時：2011/05/29(日) 13:00〜17:00
会
場：名古屋工業大学 24 号館２４２１教室 （会場案内は最後にあります）
総
会：１．2010 年度(平成 22 年度)事業報告
２．2010 年度(平成 22 年度)会計報告
３．2010 年度(平成 22 年度)監査報告
４．2011 年度(平成 23 年度)役員と組織
５．2011 年度(平成 23 年度)事業計画（案）
６．2011 年度(平成 23 年度)予算（案）
７．その他
記 念 講 演：
「台湾の産業遺産」大橋公雄
定例研究会：１．研究報告、調査報告
「産業遺産の見方・調べ方‐鉄道レール‐」大島一朗
「旧依佐美送信所の建築家たち‐彼らと東海地方とのつながり‐」水野信太郎
２．その他の諸報告、保存問題など
３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)
４．シンポジウム
５．その他

Ⅱ．第 109 回定例研究会・見学会の報告

参加者：26 名

見学会は 2011/01/30(日) 13:30 から、JR 東海の「リニア・鉄道館」の見学を行った。見学の案内
は近藤 是会員・山田 貢会員・橋本英樹会員の３名が行った。
新人会員紹介

今回該当者は出席されておらず行わなかった。

１．研究報告、調査報告
ありません。
２．その他の諸報告、保存問題など
〔109-21-01〕名古屋テレビ塔のアンテナ部分の保存に関する要望書
産業考古学会と当研究会は、
「アナログＴＶの送信アンテナ保存に関する要望」を、日本放送協会名
古屋放送局・中部日本放送・東海テレビ・名古屋テレビ・中京テレビ・テレビ愛知の６社に提出した。
〔109-21-02〕
「記念事業」への提案意見
中部地方の産業遺産の調査研究は、1973(昭和48)年に技術史を工業教育に取り入れようと活動してい
た「愛知技術教育研究会(愛知技教研)」に始まった。愛知技教研の活動は大きな広がりを見せ、トヨタ
財団研究助成に応募した1984(昭和59)年に、中部産業遺産研究会のルーツとなる「愛知の産業遺跡・遺
物調査保存研究会」が愛知技教研を母体として発足した。以降、産業遺産の調査研究は年を追って盛ん
になった。
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会員が増えた「愛知の産業遺跡・遺物調査保存研究会」は、活動範囲を愛知県と限定せずに中部地方
全域に広げて、1993(平成５)年に発展させて「中部産業遺産研究会」が設立した。中部産業遺産研究会
は、そのルーツからすでに27年余の歴史を持ち、この地域の産業遺産研究の草分けです。
中部産業遺産研究会は「愛知の産業遺跡・遺物調査保存研究会」の発足から数えて、30 年になる
2014(平成 26)年に「記念事業」を行う予定です。
「記念事業」にご提案やご意見などをお待ちしてい
ます。
３．研究誌、会報（研究会ニュースレター）
〔109-31-01〕研究誌『産業遺産研究第 18 号』
会員には 2011/05/29（日）13:00 からの第 19 回総会時に配付されます。
総会に不参加の会員には、後日総会資料などと一緒にお送りします。
〔109-31-02〕会報ニュースレター 電子メール版および会報の原稿を募集しています。
４．シンポジウム
〔109-41-01〕シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第 29 回
テーマ「私のまわりの産業遺産‐記録・保存・活用の事例‐」
2011/03/05（土）13:00 より名城大学名駅サテライト（名古屋市中村区名駅 3-26-8 名古屋駅前 SIA
ビル 13F）で開催した。参加者は 89 名あり、６名の報告の後に会場の参加者を交えて、活発で多様な
発言があった。
５．見学会、その他の催し物
ありません。
６．文献紹介、資料紹介（
）内は紹介者
〔参考文献〕
〔参考資料〕
〔その他の資料〕
〔109-63-01〕
「名古屋都市センター ニュースレター Vol.87」
〔109-63-02〕
「名古屋都市センター まちづくり来ぶらり 第 54 号」
〔109-63-03〕
「中部産業・地域活性化センター CI:RAC Vol.６」
〔109-63-04〕
「中部産業・地域活性化センター CI:RAC Vol.７」
７．出版広報事業
〔109-71-01〕 インターネット
http://csih.sakura.ne.jp/ 左記に変更して、内容が変わりました。
〔109-71-02〕 中部遺産研究会の本
８．委員会、役員会、研究分科会
〔109-81-01〕幹事会・役員会
・第４回幹事会 2011/05/08(日) 10:00〜12:00 名古屋事務所・予定
・第１回役員会 2011/05/08(日) 13:30〜15:30 名古屋事務所・予定
〔109-81-02〕シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第 30 回 実行委員会
・第１回 2011/03/27(日) 17:00〜19:00 豫園（港区築地口）
・第２回 2011/05/29(日) 10:30〜12:00 名古屋工業大学・予定
・第３回 2011/07/24(日) 10:30〜12:00 会場未定・予定
〔109-81-03〕パネル展「名古屋の“ものづくり”を支えた木材産業（仮称）
」勉強会
・第２回 2011/04/17(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
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(事務局)
(事務局)
(事務局)
(事務局)

・第３回 2011/06/19(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
・第４回 2011/08/07(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
〔109-81-04〕研究誌『産業遺産研究第 19 号』編集委員会
９．総務・事務局関係
〔109-91-01〕研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他
・第 35 回産業考古学会総会・一般講演会 2011/05/21(土)〜22(火) 都立産業技術高専
荒川キャンパス
・第 19 回総会・第 110 回定例研究会 2011/05/29(日) 13:00〜 名古屋工業大学・予定
・第 111 回定例研究会
2011/07/24(日) 13:00〜 名城大学名駅サテライト・予定
・第 112 回定例研究会・見学会
2011/09/25(日) 13:00〜 見学先未定
・第５回パネル展
2011/11/01(火)〜11/13(日) 名古屋都市センター
・第 113 回定例研究会
2011/11/06(日)13:00〜 名古屋都市センター・予定
・産業考古学会全国大会
2011/11/19(土)〜11/29(日) 熊本学園大学
・第 114 回定例研究会
2012/01/29(日) 13:00〜 会場未定
・第 30 回記念「日本の技術史をみる眼」 2012/03 頃予定・会場未定
・第 115 回定例研究会・見学会
2012/03/25(日) 13:00〜 見学先未定
・第 20 回総会・第 116 回定例研究会 2012/05/27(日) 13:00〜 会場未定
〔109-91-02〕会員異動 （ ）内は入会日・退会日
・入会：高橋 進（2011/04/01）
・退会：馬場永子（2011/03/31）
、三瓶順子（2011/03/31）
、根本弘（2011/03/31）
、
松村元男（2011/03/31）
、平岡正夫（2011/03/31）
■ 研究誌『産業遺産研究第 19 号』編集委員会より
論文・調査報告や研究ノートなど原稿を募集しています。
■ 会報編集委員会より
編集委員の募集および、ご意見やご希望などお願いします。
産業遺産に関する情報・短信・文献紹介などお気軽にご投稿下さい。投稿は郵送または電子メール
でお送り下さい。写真には必ず撮影者と撮影日時を記載したメモを貼り付けて下さい。原稿はテキス
ト形式で作成していただくと編集作業がしやすいので、なるべくテキスト形式でお願いします。
原稿送付先：野口英一朗 noguchi.@d5.dion.ne.jp (←アドレスにご注意下さい。@の前にドット。)
電子メールをお持ち会員で、橋本幹事から電子メールニュースが配信されていない会員は、メール
にて、橋本幹事（hidekih@wine.plala.or.jp）までご連絡ください。すでに着信確認メールを出され
ている方は、再度送信いただく必要はありません。
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総会・例会の会場は 24 号館２４２１教室です。
正門を入って左手の建物です。
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