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Ⅰ．第 21 回総会とその後
副会長記
「５月 26 日開催の第 21 回総会が名古屋工業大学を会場に開催された。議長に会長を選出した後議
事に入り、１号議案の 2012 年度事業報告、２号及び３号議案の研究会会計、４号議案の 2012〜2013
年度役員と組織、５号議案の 2013 年度事業計画、６号議案の 2013 年度予算が承認された。しかし３
号議案の 2012 年度書籍会計の監査が終了してないことの報告が事務局長よりあり（監査２名とも所用
で欠席のため）
、次回定例研究会の８月４日に継続した総会を持って審議することとなった。なお、７
号議案のその他についても予定外の質疑で長引き、総会予定時間を過ぎたこともあって次回に継続す
ることになった。
これを受けて、善後策協議のための役員会を６月 30 日に名古屋市緑生涯学習センターで開催し、８
月４日の定例研究会に合わせ、持ち越しとなった議題を審議するための総会を再開することを決めた。

Ⅱ．第 21 回総会の開催
司 会 （ 井 土清 司）、 記録（柳田哲雄・岩井章真・野口英一朗）参加：38 名
場所：名古屋工業大学 19 号館 1 階会議室、開催日：2013/05/26（日）
13:00
第 21 回 総会
会長挨拶 石田会長
・中部産業遺産研究会の発足の経緯や今後の研究会のあり方等について述べられた。
議長選出
・総会の議長に、石田会長が選出された。
議事
１．2012 年度(平成 24 年度)事業報告
野口事務局長より報告があり、承認された。
２．2012 年度(平成 24 年度)会計報告
研究会会計
市野会計幹事より報告があり、承認された。
書籍会計
藤田書籍幹事より報告があった。

1

書籍会計監査が未了のため、
次回の定例研究会時に総会を開催し審議することになった。
３．2012 年度(平成 24 年度)監査報告
研究会会計
監査の植田、吉田の両氏が欠席のため、野口事務局長が監査報告を代読し了承された。
書籍会計
吉田氏の監査が未了のため、
次回の定例研究会時に総会を開催し審議することになった。
４．2012 年度〜2013 年度役員と組織（案）
次のとおり役員が交代となった。
広報幹事(例会の司会・議事録作成)・永田会員から井土会員に交代
編集幹事・浅野会員から天野会員に交代
記念事業特別幹事のうち、
「台湾の産業遺産を歩く」(大橋会員)は、事業中止により削除
５．2013 年度(平成 25 年度)事業計画（案）
野口事務局長より報告があり、承認された。
「産業遺産ウォーキング」の協力者に対し、交通費等の手当を支払うことについて提案
があり、役員会又は幹事会で協議することになった。
６．2013 年度(平成 25 年度)予算（案）
野口事務局長より報告があり、承認された。
７．その他
書籍の管理について意見が出された。
記念事業特別幹事の天野会員から、
「産業遺産の見方調べ方」に関する出版は、冊子を作
成することにこだわらず検討を進めていく旨の説明があった。
先回の総会で決まった会員が預かっている書籍について、解決していないことによって
多くの発言が飛び交った。議長などの会をまとめていく方による事態を収拾するための
行動がなく、総会は予定時間が延びたため、会場から一時中断し記念講演や例会後に再
開の発言があり、中断してまま散会となった。中断された総会は、次回定例会のときに
再開することとなった。
14:30
休憩

会 費納 入 ・会 誌 配 布な ど

（ 10 分 ）

14:40
記念講演
［122-02-01］
「尾西織物 −織物資料の紹介を中心として−」
鈴木貴詞（90 分）
尾西地方の織物の歴史について、織物見本など豊富な資料を交えて講演がなされた。
講演の主な内容は、江戸時代後期から昭和 40 年頃までの織物の素材と織見本及び工員の労働時間
や給与制度と給与の額並びにドイツ・イギリスなど外国との関わりなどであった。
主な質疑は以下のとおり。
質問・商品の製作は、どのようにして決めていたのか。
答え・前年の売れ筋商品を 60％、前年の売れ筋商品の色違いのものを 20%、新しいものを 20%の
割合で製作していた。
なお、織物業者にとっての消費者とは、商品を購買する者ではなく、商品を取り扱う問屋
や小売商であった。
16:10
休憩
16:15

会 費納 入 ・会 誌 配 布な ど

（ 10 分 ）
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Ⅲ．第 122 回定例研究会の開催
司 会 （ 井 土清 司）、 記録（柳田哲雄）参加：35 名
場所：名古屋工業大学 19 号館 1 階会議室、開催日：2013/05/26（日）
新会員紹介
新加入者なし
１ ． 研 究 報告 、 調査 報 告
［122-11-01］報告「テルファー 名古屋港・清水港・神戸港」
永田 宏・井土清司（20 分）
総会に時間を要したため、本報告は次回の定例研究会で行うことになった。
［122-11-02］報告「東海地方の定時制・Ⅱ部（夜間）工業学校の歴史など」
水野信太郎（20 分）
中部地方の工業高校の来歴や建築学科教員の系譜などについて報告がなされた。
16:45
２．その他の諸報告、保存問題など
［122-21-01］ 報告なし
［122-21-02］ 報告なし
３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)
［122-31-01］研究誌『産業遺産研究第 20 号および第 21 号』について
浅野伸一（２分）
本日配布された
『産業遺産研究第 20 号』
の 63 ページの英文表題が間違っているので削除されたい。
［122-31-02］会報ニュースレター 電子メール版の原稿募集
報告なし
４．シンポジウム
［122-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 32 回
開催内容等を検討中。実行委員以外の会員の積極的な参加を期待している。
［122-41-02］ 報告なし

山田 貢（２分)

16:50
５．見学会、その他の催し物
［122-51-01］2013 年度「ものづくり文化再発見！ウォーキング」予定報告
柳田哲雄（２分）
①春コース：四観音道をたどってビール工場へ
実 施 日：平成 25 年６月 29 日(土)
コースの概略：丸山神明社 ⇒ 古川美術館 ⇒ 古川為三郎邸 ⇒ 日泰寺 ⇒ 揚輝荘 ⇒
東山給水塔 ⇒ 名古屋ドーム ⇒ 誓願寺 ⇒ アサヒビール名古屋工場
②秋にも開催が予定されている。詳細は未定ですが、２度開催される見込みです。
［122-51-02］
「2013 年 パネル展」
大橋公雄 （２分）
１．2013/11/19(火)〜12/01(日) 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
２．2013/11/24(日) 13:00〜17:00 講演会・公開研究会 名古屋都市センター11F 大研修室
３．勉強会 06/09（日）,07/28（日）,10/06（日）14 時より 名古屋都市センター13F
［122-51-03］
「定例研究会で見方調べ方や調査研究報告予定及び９月見学希望の用紙記入のお願い」
大橋公雄 （１分）
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６．文献紹介、資料紹介 （
）内は紹介者
【参考文献】
［122-61-01］
『愛知大学 中部地方産業研究所 附属生活産業資料館
産業資料目録（新蔵資料）
』
（天野武弘）
【参考資料】
［122-62-01］
「緑区フリモ」２月号・大橋公雄会員・寄贈
（事務局）
【その他の資料】
［122-63-01］
「ＧＩＨ会報 No.90」岐阜産業遺産調査研究会
（事務局）
［122-63-02］
「ニュースレター vol.95」名古屋都市センター
（事務局）
［122-63-03］
「第８回パネル展勉強会 データ」2012 年度 disc１、パネル展寄贈 （事務局）
［122-63-04］
「シンポジウム「日本の技術史をみる眼」 ＤＶＤ」第 31 回 disc１・disc２、
日本の技術史をみる眼実行委員会寄贈 （事務局）
［122-63-05］
「九州産業考古学会報 第 19 号」九州産業考古学会
（事務局）
［122-63-06］
「産業技術記念館 館報 赤れんが Vol.60」産業技術記念館
（天野武弘）
［122-63-07］
「ＧＩＨ会報 No.91」岐阜産業遺産調査研究会
（事務局）
７．出版広報事業
［122-71-01］インターネット http://csih.sakura.ne.jp/ 左記です。一度ご覧下さい。
［122-71-02］中部産業遺産研究会の本
８．委員会、役員会、研究分科会
［122-81-01］幹事会・役員会
・第３回 幹事会 2013/05/05(日) 10:00〜12:00 名古屋市緑生涯学習センター第２集会室
・第１回 役員会 2013/05/05(日) 13:00〜15:00 名古屋市緑生涯学習センター第２集会室
［122-81-02］シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第 31 回 実行委員会
・第５回 2013/05/26(日) 10:00〜12:00 名古屋工業大学 19 号館 1 階会議室
［122-81-02］シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第 32 回 実行委員会
・第１回 2013/05/26(日) 10:00〜12:00 名古屋工業大学 19 号館 1 階会議室
［122-81-03］第９回「2013 年度 パネル展・近代名古屋と海外との関わり
−戦前の国際都市名古屋−」
（仮称）勉強会
・第２回 2013/04/14(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
・第３回 2013/06/09(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
・第４回 2013/07/28(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
※例会が 8 月 04 日に変更になりそうなので勉強会に予約しました
・第５回 2013/10/09(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
［122-81-04］研究誌『産業遺産研究第 21 号』編集委員会
・必要に応じて電子メールや電話にて開催
９．総務・事務局関係
［122-91-01］研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他
・第 21 回総会・第 122 回例会
2013/05/26(日) 13:00〜 名工大 19 号館 1 階会議室
・第 123 回例会
2013/08/04(日) 13:00〜 名城大学名駅サテライト
※当初 07 月 28 日を予定しましたが会場の予約ができないために 08 月 04 日に変更します。
・第 124 回例会見学会
2013/09/29(日) 13:00〜 名古屋陶磁器会館・予定
※現在、見学先と調整中で１週間前の 09/22(日)への変更が、検討されています。
・第９回パネル展
2013/11/19(火)〜12/1(日) 名古屋都市センター
・パネル展講演会、第 125 回公開例会 2013/11/24(日) 13:00〜 名古屋都市センター
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・第 126 回例会
2014/01/26(日) 13:00〜
・第 127 回例会
2014/03/23(日) 13:00〜
・第 22 回総会・第 128 回例会
2014/05/25(日) 13:00〜
※会場は名古屋都市センターを除き予定です。
［122-91-02］会員異動 （ ）内は入会日・退会日
・入会：中野義之（2013/03/20）
、松井三希子（2013/04/05）
・退会：早乙女裕子（2013/03/31）、瀬口英司（2013/03/31）
、鈴木健二（2013/03/31）、
矢代幸雄（2013/03/31）
、伊藤仁詞（2013/03/31）
16:55 終了
［懇親会］17:10〜

（野口英一朗）

Ⅳ．第 21 回総会と第 123 回定例研究会の開催について
日 時：2013 年８月４日(日)、午後１時より
場 所：名城大学名駅サテライト・会議室
内 容：中断になっている第 21 回総会の再開
議長選出
2012 年度(平成 24 年度)監査報告
その他
：第 123 回定例研究会
研究報告、調査報告
報告「テルファー 名古屋港・清水港・神戸港」永田 宏・井土清司
その他の諸報告、保存問題など
研究誌、会報(研究会ニュースレター)
シンポジウム
その他

Ⅴ． 2013 年度「ものづくり文化再発見！ウォーキング」の開催報告
今年度は、春に１回秋に２回開催が予定され、春コースが行われました。
①春コース：四観音道をたどってビール工場へ
産業遺産の説明：寺沢安正会員、柳田哲雄会員
実 施 日：平成 25 年６月 29 日(土)
コースの概略：丸山神明社 ⇒ 古川美術館 ⇒ 古川為三郎邸 ⇒ 揚輝荘 ⇒日泰寺 ⇒
東山給水塔 ⇒ 名古屋ドーム ⇒ 誓願寺 ⇒ アサヒビール名古屋工場
参 加 者：389 名、最も多い参加者となった。理由は中日新聞がイベント開催の記事が二度掲載
したこと、都心近くがスタート地点であったこと、ゴール地点がビール工場で試飲が楽しめたこと、
などであったと思われます。
②秋に開催予定。 詳細は未定ですが、２度開催される予定です。
コース下記のように予定されています。今後、詳細が決まって来ますので、例会レジメやメール版
でお知らせします。そして、当日のご参加や、産業遺産についての説明のご協力をお願いします。

Ⅵ ．お 知 ら せ
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■ 事務局より、住所・所属等が変更になった会員へのお願い
年度が替わるなどで職場や住所、電子メールアドレスが変更になった会員は、次の当会事務局まで
ご連絡ください。
連絡は、次の４方法があります。① h.noguchi@uotushaji.co.jp 、②電子メール版ニュースレタ
ーをそのまま返信（天野副会長と橋本広報幹事にも同時に送られます）、③自宅 FAX 052-453-5838、
④手紙や葉書。
■ 会計幹事より、年会費納入について
2013 年度の年会費の納入をお待ちしています。例会時に現金支払いも出来ますが、担当者が欠席す
る場合もありますので、手数料が発生しますが下記の郵便振替や銀行口座をご利用ください。
個人の年会費は４,０００円です。
［郵便振替］ 口座番号：００８４０−１−１７４２５８ 口座名：中部産業遺産研究会
［銀行口座］ 三菱東京ＵＦＪ銀行 鳴海支店 普通預金
口座番号：１５３１２６６
口座名：中部産業遺産研究会 会計 市野清志
また、2012 年度の未納の方も数名おられ、２年間未納の場合は退会となります。
問い合わせは、市野会計幹事（ichino82@tcp-ip.or.jp）または当会事務局までお願いします。
■ 研究誌の編集より、『産業遺産研究』第 21 号について
論文・調査報告や研究ノートなど原稿を募集しています。原稿の締め切りは 2014 年３月末です。投
稿予定の連絡は、浅野伸一幹事（s-asano417@rapid.ocn.ne.jp）または当会事務局までお願いします。
■ シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 32 回の実行委員会の開催
シンポジウム「日本の技術史を見る眼」の実行委員会を、2013/08/04(日)の 10:00〜12:00 に行う予
定です。会員であれば参加できますので、例会会場と同じ名城大学名駅サテライト・会議室です。こ
の実行委員会に出席したい方やご意見などは、担当の山田貢シンポジウム事務局または事務局の野口
英一朗までお知らせください。
■ 会報の編集より
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ください。投稿は郵送または電子メー
ルでお送りください。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ください。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 (←アドレスにご注意ください。@の前にドット。)
電子メールをお持ちの会員で、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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