
< 1 >

選奨産業遺産 IH-CSIH-00037

富士重工業株式会社群馬製作所

本工場事務棟と工場

所在地：群馬県太田市スバル町1-1

富士重工業(株)群馬製作所本工場は、

1934年に中島飛行機株式会社の太田製

作所として建設された航空機製造工場

の後身である。約20万坪の敷地に鉄骨

鋸屋根の板金組立工場十数棟を中心に

30数棟の鉄筋コンクリート造や木造の

付属工場があった。約1km先の専用滑走

路とは、翼を広げたままの飛行機が通

れる専用道路で結ばれていた。1939年

には軍用機を中心に年間約1,000機を生産した。戦時は、｢隼」や「疾風」などの陸軍機中心に、ピークの

1944年は3,500機余を動員者も含めて５万人余で生産した。しかし、1945年の三度の空襲により被災、終

戦により閉鎖された。

戦後は、米軍のキャンプベンダーを経て、1960年に中島飛行機の後身にあたる富士重工業(株)が取得、

同社が２年前に発売した軽自動車「スバル360」の生産ラインを建設、年末には本格稼働し、月産4,000台

の大量生産が始まった。その後、｢スバル1000｣などの生産も行われたが、矢島工場のオープン後は軽自動

車中心になり、現在は｢BRZ｣、｢レヴォーグ｣、｢インプレッサ｣を生産している。

終戦時の工場は、爆撃と設備撤去により荒廃していたという。しかし、被害を受けた建物は爆風での屋

根の損傷も含め1/3強程度であり、鉄骨構造の工場、鉄筋コンクリート造の本館などは軽自動車の生産と

共に速やかに修復された。その後もスバルの成長に伴い多くの改築や増築が行われたが、往事の建物がそ

のまま使用されている。日本でも最初期の本格的航空機工場であり、そして日本のモータリゼーション黎

明期から現代まで50年以上も稼働する自動車専用工場として、日本工業史の生き証人となっている。

（松浦利隆）

［写真］旧太田製作所本工場の事務棟と工場 （富士重工業 (株 )提供）
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佐々木享先生との想い出／人見昭

2015年5月14日、大橋公雄氏からの佐々木享先生が

ご逝去されたとの連絡を受けた。

5月16日、しめやかに行われた佐々木享先生のお別

れ会に参列していて、1972年の出会いから技術教育

研究会（技教研と略）全国大会の愛知開催、地域の

技術史、佐々木先生の名古屋大学への赴任、『あいち

の産業遺産を歩く』、中部産業遺産研究会の『創立20

周年記念誌』編集でのご指導など、40数年間の出来

事が浮かんできた。お別れ会では「有難うございま

した」と微笑の遺影に囁きかけた。

1972年、教員になって5年目の夏に、大脇正徳さん、

天野武弘さんに誘われて、研修と東北旅行を兼ねて

技教研の第5回山形県温海(あつみ)温泉大会に「定時

制工業研究会（定工研と略）」の活動レポートをリュ

ックに詰め、日本海側回りの夜行列車で出かけた。

1970年代の初めは、製造現場での「スクラップ＆

ビルド」のめざましい技術革新や全自動化、情報化

が進展。工業高校での工業教育のあり方も電子素子

（IC:集積回路）、デジタル教材導入と変遷し、普通

・専門教育、定時制教育と暗中模索状態だった。

全国から参加した技教研の仲間と事務局長だった

佐々木享先生に出会った。技能・技術教育、職業教

育、授業実践など新鮮な衝撃と指針を与えられた。

共催の東北民間教育研究大会のスローガン「北方教

育の遺産を継承し、国民教育の創造をめざそう～や

さしいことばで深い思想を、地域の現実のより深い

把握を～」にも惹かれた。

1973年青森県三沢大会には定工研から10数人で参

加。秋の愛知県教育研究集会の工業教育分科会に感

動を報告し、「技術教育」、「職業教育のあり方」論議

が深められ、その後の活動に継続されていった。

1974年夏、県は多様化政策の破綻で「高等学校職

業科教育改革調査研究協議会」が発足した。この対

策活動として、「技術教育を語るサークル」から「愛

知技術教育研究会」を12月に誕生させた。

教育実践を大切に、報告の論理分析はほぐした厳

密な言葉で、今も耳に残る独特の「佐々木トーク」

の抑揚、優しい眼差しで多くの若手を育成する魔術

には魅せられた。

多方面・多忙活躍にもかかわらず、愛知での講演

や技術教育、産業遺産研究など親身に多くの助言や

ご指導で支えて下さった。私事であるが、長久手郷

土史研究も報告したかった。

佐々木先生との思い出は語り尽くせないが、その

一端は『中部における産業遺産研究の歩み 創立

20周年記念誌』の「創立前史（Ⅰ）」をご一読いただ

きたい。技術教育運動の大黒柱だった佐々木享先生

のご冥福をお祈りします。

佐々木享先生との想い出／高橋伊佐夫

1970年私は技術教育研究会に入会しました。その

全国大会で毎年の様に佐々木享先生にお会いし、技

術教育について多く学ばさせて頂きました。特に「地

域の技術史」分科会では佐々木先生よりそれぞれ地

域の技術史を掘り起こすことの大切さを学びました。

その薫陶のお陰で、関商工高校に当時勤務してい

た私は1981年に地域の技術史テキスト『関の刃物産

業と刀のつくり方』を作成し授業に役立てた事が忘

れられません。その他、岐阜の総合技術教育研究会

や岐阜県教育研究集会の「技術・職業教育」分科会

にも時々佐々木先生に参加して頂き、ご助言いただ

[図2] 木曽川更正台帳平面図

追悼 佐々木享先生
In Memory of Professor Susumu Sasaki

人見昭／ HITOMI, Akira、 高橋伊佐夫／ TAKAHASHI, Isao

Newsletter of The Chubu Society For The Industrial Heritage Vol.59 Jury/2015

佐々木享先生お別れ会 2015/05/16



< 3 >

いた事も忘れません。その後、私は技術史教育や産

業遺産の調査に打ちこむようになりました。

佐々木先生からは技術史教育や産業遺産の調査で

きびしいご指摘を受けた事もありますが、やさしく

寄り添ってくださった事も思い出します。

また、1996年岐阜県教育委員会文化課が『岐阜県

近代化遺産(建造物等)総合調査報告書』を作成する

際、近代化遺産の調査に詳しい大学教授の紹介を依

頼されたので、名古屋大学の佐々木先生を紹介させ

て戴きました。その結果、調査報告書作成の主任調

査委員として参画されました。私の家で一泊され、

夜通し編集に関連する県内の産業遺産についてご相

談いただいた事も懐かしく思い出されます。

また1998年には産業考古学会全国大会で報告した

「産業遺産の評価について－八百津発電所を例に－」

を佐々木先生と共著し、翌年に佐々木先生と二人で

国の重要文化財に指定された旧八百津発電所資料館

を見学した事も懐かしく思い出されます。

佐々木享先生には長年大変お世話になり有難うご

ざいました。佐々木享先生のご冥福を心からお祈り

いたします。

１．はじめに

2014年12月4日～6日、日本機械学会主催の国際会

議 ICBTT2014 (The 7th International Conference on

Business and Technology Transfer) がドイツのマグデ

ブルクMagdeburgで開催された。この国際会議の関連

行事としてマグデブルク大学の研究施設の見学およ

びマグデブルク市内見学とテクニカルツァーとして

のマグデブルク技術博物館の見学会が開催された。

ここでは、その内の特に印象に残ったルーカスク

ラウゼとマグデブルク技術博物館について述べる。

２．マグデブルク市の概要

マグデブルクは、ベルリンから西に約120kmのとこ

ろ、エルベ川左岸に位置する、ザクセン・アンハル

ト州の州都である。市の人口は約23万人、神聖ロー

マ帝国（962-1806）の初代皇帝オットー大帝が即位

前に住んだ町として知られる古都である。市内には

ドイツでは最古のゴシック様式の大聖堂がある。

３．ルーカスクラウゼ Lukasklause

この煉瓦造の塔は、19世紀末までは要塞Bastionと

して使われたが、1900年、聖ルカ芸術家協会にプロ

イセンから売り渡された。芸術家協会は1902/03に画

家のアドルフ・レッテルブッシュAdolf Rettelbusch

の指導の下、塔の大規模な改築と増築を行った。

1903年に、画家の守護神聖ルカの建物として、増改

築は完成し、それ以後、この塔は、ルカの塔Lukas-

turmまたは、ルーカスクラウゼと呼ばれるようにな

ルーカスクラウゼ （2014/12/06）

旧八百津発電所資料館にて 1999/03/25

［海外博物館］

ドイツ・マグデブルクの技術博物館を訪ねて
Lukasklause and Technikmuseum in Magdeburg

石田正治／ ISHIDA, Shoji

キーワード；マグデブルク、オットー・フォン・ゲーリッケ、技術博物館、ルーカスクラウゼ

［中部産業遺産研究会会報 第59号］
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り、ギャラリーと

アトリエとして使

われた。

第２次世界大戦

中は、ドイツ労働

者党(NSDAP)の事務

所として使われ、

戦後、保育園と青

年技術者センター

として1970年代ま

で使われた。

1981～83年、建

物は、マグデブルクの文化財保護法の下、全面的に

修復された。

1986年、マグデブルクの市長であり、科学者であ

ったオットー・フォン・ゲーリッケ Guerickeの生誕

300年を記念して、ルーカスクラウゼはオットー・フ

ォン・ゲーリッケ博物館として開館した。

館内では、オットー・フォン・ゲーリッケの生涯

に関する展示と、マグデブルクの半球で知られるゲ

ーリッケの真空実験やその現象に関する実験機器を

展示している。

４．マグデブルク技術博物館

マグデブルク技術博物館は、市の中心、マグデブ

ルク中央駅から約３km南、ブッカウBuckau地区にあ

る。ブッカウは、エルベ川の左岸に位置する工場地

区で、製鉄のクルップ社をはじめ、多くの機械工業、

造船業の工場が集積し、19世紀後半から20世紀にか

けてのドイツの産業革命の時代、重工業が栄えた地

区であった。

技術博物館の建物は、ヘルマン・グルソンが1850

年に創業したグルソン工業会社Grusonwerkの鋳造工

場であった建物である。グルソン工業会社は、1893

年にクルップ社の系列企業となった。第二次世界大

戦中は、戦車や自走砲を製造していたことで知られ

る。第二次大戦後の東独時代は国営企業の「重工業

コンビナート・エルンスト・テールマン(SKET)」と

なった。

技術博物館の建物は、1871年に建設された鋳造工

場で、戦車の砲塔や装甲板を製造していた。工場は、

当初は全長130ｍ、全幅20m、高さ11mであつたが、18

82年までに全長250mに拡張されている。戦争で、建

物の一部を損傷したため、現在は230ｍの長さとなっ

ている。

1993年、マグデブルク市は、かつてのSKETの建物

を活かし、技術博物館とすることを決めた。

ゲーリッケの胸像

1995年5月、収蔵庫を公開する形で、博物館は開館

した。2006年には、博物館の運営管理を市からマグ

デブルク地区産業文化機構に移管されて今日に至っ

ている。

館内は、マグデブルク地域の工業や手仕事、農業、

交通技術に関する実物資料を展示し、この地域の産

業技術の歩みとマグデブルクの重工業の最盛期時代

を回顧できるような展示構成となっている。

技術博物館の位置 (google map より作成 )

技術博物館

中央駅

技術博物館の入り口 (2014/12/06)
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１． はじめに

グレコ･ローマンとは、古代オリンピックの時代か

ら想起されるギリシャ･ローマのことである。

それが現代のオリンピックのレスリング競技でフ

リースタイルと区別して、グレコ･ローマンスタイル

として競技されてきた。ご存じのとおり上半身(腰か

ら上のみ)しか攻防してはならず、足は使えないルー

ルのレスリングである。しかし、この博物館はレス

リングとは何の関係もなく、ギリシャ文化とローマ

文化(BC140-AC300)を紹介することを主としている。

きれいなヨーロピアン風のビルが立ち並ぶアレク

サンドリア市内を遊歩し、この町がアフリカかと錯

覚する。内陸のカイロなどと違って、西洋文化の都

市と感じる。写真1に有名ホテルとその周辺の風景を

示す。

グレコ・ローマン博物館のあるアレクサンドリア

は、アレクサンドロス大王が帝国各地に自分の名前

を付けて建設したギリシャ風の都市である。

ここは紀元前331年にヘレニズム文化の中心として

建設されたものであり、王宮、燈台、神殿、図書館

があり、東西貿易の中心として栄えた。しかし、7世

紀にイスラム帝国の占領下になって衰えた。だが現

在では貿易港として繁盛している。

ここで、地図頼りにグレコ・ローマン博物館(写真

2)を探すのに難儀した。ポリスに尋ねても駄目だっ

たのは、私の英語がアフリカでは全く通用しなかっ

たためであろう。

ひっそりした市街の奥まったところであったが、

観客はほとんど居なく、ゆっくりと見学できる静か

な博物館である。入館料は16ポンドで安いが、カメ

ラ持ち込み料が高く、さらにフラッシュ厳禁という

から、売店でスライドフイルムセットを買った。こ

れで十分である。

２．館内の様子

ミイラがいろいろ飾ってあるが、足先の爪までは

っきり分かるミイラには驚いた。それよりも有名な

神々の像が多くあった。

アレクサンドロス大王の像は、その材質が他の像

とは違って威力がある。この大王の物語を船内の図

書館で読んだが、世界の七不思議と絡んで面白かっ

た。やはり大理石の像が多いが、カイロの国立博物

館の展示のものとよく似たものが多いと感じた。そ

れにしても、大理石はフラッシュの光が照射される

と表面から崩壊していくとでもいうのか、写真を撮

るにも管理者がぴったりと付いてくるのでどうにも

ならなかった。

[写真1] アレクサンドリア市街の風景

PALESTINEホテルとMONTAZHパレス

[写真2] 博物館の正面入り口（博物館パンフレットより）

海外の海事博物館めぐり（4）

アレクサンドリアのグレコ・ローマン博物館
The Graeco-Roman Museum of Alexandria

杉本漢三／ SUGIMOTO, Kanzo

キーワード；グレコローマン、アレクサンドリア、アレクサンドロス大王、アルキメデススクリュー

［中部産業遺産研究会会報 第59号］
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“アレクサンダー”とよ

く言われるが、ギリシャ

語では ”アレクサンド

ロス大王”こと｢アレク

サンドロ3世｣で通用して

いる。

館内に展示の大理石の男女像。ギリシャ神話に基

づいた像と思える。

アレクサンドリアから内陸に南下するとカイロに

辿りつけるが、そこの｢カイロ国立博物館｣は、観光

バスがずらりと並び、観光客で館内はすごく混雑し

ており、ゆっくりと見学などできなかった。やはり

静かな｢グレコ･ローマン博物館｣をお勧めしたい。

3. アレクサンドロス大王 (Alexandros Great)

紀元前336年～323年のマケドニア王であり、アリ

ストテレスに学びギリシャ教育を受けた。フィリッ

ポス2世の子でもあり、フィリッポス暗殺の後、即位

しギリシャ都市の反乱を弾圧した。紀元前334年にペ

ルシャ帝国征討に出発し、ペルシャ軍を大破した。

続いてエジプトを征服し、さらに進んできたインド

に入り、世界統一を成し遂げの途中に熱病で死去。

前記のとおり各国にギリシャ風の都市を建設し、東

西文化、民族の融合を計り、ヘレニズム文化の基礎

を築いた。

4. 学術の街アレクサンドリア

紀元前322年にアリストテレスの死をきっかけに古

代ギリシャの学術的伝統は終焉を迎え、アレクサン

ドロス大王によってもたらされたオリエントの文化

とギリシャの文化を融合した｢ヘレニズム文化｣の学

風が形成された。その中心がアレクサンドリアであ

り、世界の知識人がそこに集まり多くの学者の知的

欲求を満たしてくれる学術の街として繁栄した。ア

ルキメデスもまた、さらなる知識を求めて、この街

へと旅立ったのである。この学術の大都市が誇る施

設のひとつにギリシャ神話の学芸の神｢ムーサイ｣(英

語でミューズ)から名をとった｢ムーゼイオン｣(英語

のミュージアム：museumの語源)と呼ばれる総合学術

研究所があった。このムーゼイオンは、博物館や図

書館、そして大学の機能を兼ね備えていた。当時、

世界最大と言われたこの図書館は、70万もの蔵書を

誇り、世界中の知識が終結していた。

ここで発明された｢アルキメデスのスクリュー｣は

世界最古の｢ねじ｣である。それは1480年にレオナル

ド・ダ・ヴィンチによって書き残されている。(図1)

5. あとがき

アレクサンドリアは、たとえエジプトと言っても

アフリカという先入観を持って行ってはいけない。

ここは、地中海に面しているだけに西洋文化圏と言

えそうで、ギリシャ・ローマの文化圏と言えよう。

詳しくは、塩野七生氏の著書をゆっくり読んでいた

だきたい。

アフリカのイメージと違って、治安も思ったより

良かった。そこから陸地に入った｢カイロ」は、ピラ

ミッドと駱駝のまさにアフリカ文化であり、同じエ

ジプトでもアレクサンドリアとは違う異国にさえ感

じる。

ギザの近くでわけの分からぬワイン片手にベリー

ダンスを鑑賞した。ここまで来ると治安も良くなく、

[写真3] Head of Alexandros

the Great.

（博物館パンフレット）

[写真4]大理石の男女像 （博物館パンフレット）
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[図1] アルキメデスのスクリュー図

(出典:｢アルキメデス｣週刊100人・No.084号)



< 7 >

背中に小銃を隠したガードマンが観光客を守ってく

れていた。

その足でイスラエル(アッシュドット市)に入国し

たが、ここでは自動小銃を持った兵士たちばかりで、

怖くて博物館巡りどころではなかった。

参考資料

１．塩野七生『ローマ人の物語Ⅰ』新潮社

２．前川貞次郎他『世界史辞典』数研出版

３．『アルキメデス』週刊100人・No.084号、デアゴ

スティーニ、2005.2.1

４．阿刀田高『ギリシャ神話を知っていますか』

新潮社

５．シャレド･ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』草思

社、2000年

日時：2015年5月17日(日) 13:00～17:00

会場：名城大学名駅サテライト

司会：岩井章真 記録：花村富雄 参加29名

第23回 総会

永田宏会長挨拶：元会長佐々木享先生ご逝去の報

告、佐々木先生への黙祷。

議長選出：永田宏会長

今日現在の会員数、個人124名、法人2団体、合計

126名で出席者29名。規約第20条に基づき成立を報告。

※（ ）内は、議題提案者。

議案

１．2014年度(平成26年度)事業報告（事務局長大橋

公雄）承認。

２．2014年度(平成26年度)会計報告（会計朝井佐智

子）承認。

研究会会計、2014年度 特別会計（田中基金）決

算、平成26年度記念行事特別会計報告（決算報告）

３．2014年度(平成26年度)監査報告（会計監査植田

泰司）承認。

４．規約等一部訂正（事務局長大橋公雄）承認

５．2014年度～2015年度役員一部交代（事務局長大

橋公雄）承認。

６．2015年度(平成27年度)事業計画（事務局長大橋

公雄）承認。

７．2015年度(平成27年度)予算（会計朝井佐智子）

承認。

８．その他

（1）中部産業遺産研究会のロゴマークを20周年を記

念して新設の件（事務局長大橋公雄）承認。

第23回総会

第１３４回定例研究会の概要

花村富雄／ HANAMURA, Tomio

記念講演

［134-02-01］「スウェーデンの技術教育遺産として

のスロイド（手工）教育」

横山悦生（名古屋大学大学院 教育学部教授）会員

１．配布資料

(1)講演レジュメ

(2)スウェーデンに

おける1887年改革前

後のスロイド学校の

実態

(3)手工科成立過程

期における日本とス

ウェーデンとの教育

交流

(4)オットー・サロ

モンのスロイド教育

システムのテーゼ

(5)オットー・サロモンの初期スロイド教育

(6)ニルスのふしぎな旅（物語的小説）

２．講演要旨

最初に、スウェーデンのスロイド教育の研究は、

40歳から本格的に（スウェーデン語の学習も含めて）

開始し、現在まで18年間続けてきたことが紹介され

た。

スライドで発表内容は以下のものであった。

1. スウェーデンの教育者のオットー・サロモン

と著作の紹介

2．スロイド学校が設立される過程と歴史について

3. ネースにあるスロイド学校の事例の紹介

4. ネース・スロイド教員養成所での出来事を題

材にした物語的小説である『ニルスのふしぎ

な旅』の紹介（資料6））

5. 1888年にスウェーデンのネース・スロイド教

員養成所に留学生として派遣された、二人の

日本人の野尻精一と後藤牧太が学んだ手工教

育について

6. 1881年以降にスロイド講習会で学んだ、世界

各国からの留学生の数と国別の紹介。

［中部産業遺産研究会会報 第59号］

記念講演の横山悦生氏
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万国博覧会の教育部門での展示などから、「その学

校は、海外でも知られるようになり、世界中のいろ

いろな国から教師たちが手の教育（uppforstran)を

どのように行うのかを学ぶためにネースに来た。ネ

ースのように世界中によく知られたところは、スウ

ェーデンにはなかった。ネースのスロイド教員養成

所の校長のように世界中に多くの友を持っているス

ウェーデン人は他にはいなかった」（セルマ・ラーゲ

リョーフ著『ニルスのふしぎな旅』より）というよ

うな状況が展開した。その理由の一つは、世界で最

初に手工科を教える教員の養成に取り組んだことが

あるとされる。

第134回定例研究会

司会（岩井章真）、記録（花村富雄）

１．研究報告、調査報告

［134-11-01］北翔大学スポーツ学生のものづくり体

験 その3 －ピザ窯構築・煉瓦ドミノ倒し・蒸気ボイ

ラー・木版画－／水野信太郎（北翔大学生涯スポー

ツ学部教授）

スライドと動画で標題の紹介があった。

(1) 煉瓦工事会社でピザ窯を学生が構築

自身が高度な煉瓦職人であり、熟練の技術を持っ

た社長の指導のもとに耐火セメントと赤煉瓦を積み

重ねてピザ窯を完成させ、後日「えべつやきもの市」

の会場にて、その窯でピザを焼いた。

(2) 北海道江別市での市民参加イベント

年１回開催の「えべつやきもの市」での煉瓦の大

規模ドミノ倒しを大勢の市民が見守るなか実行、結

果は大成功であった。

２．その他の諸報告、保存問題など

［134-21-01］７月定例研究会(7/12)の持ち方の件／

天野武弘

トヨタ産業技術記念館と共催につき「大人のワー

クショップ」（仮称）として50分の講座を２本の後、

定例研究会を開催する。会議室の定員100名のため、

ワークショップ参加者を公募するので、参加予定者

は、本日の参加名簿に○印を付けること。

尚「大人のワークショップ」講座は、産業技術記

念館「佐吉の想いと遺された煙突基礎」（仮）、中部

産業遺産研究会「「注目される産業遺産－新たな楽し

み方－」（仮）の予定。

［134-21-02］「明治日本の産業革命遺産」世界遺産

登録へ！について／天野武弘

３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)

［134-31-01］研究誌『産業遺産研究第22号』につい

て／浅野伸一

［134-31-02］会報ニュースレター電子メール版の原

稿募集

４．シンポジウム

［134-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

第34回企画について／八田健一郎

５．見学会、その他の催し物

［134-51-01］2015年パネル展「東海の絹・文化と産

業遺産」／寺沢安正

・パネル展:2015/11/17（火）～11/29（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

・講演会:2015/11/22（日）午後

名古屋都市センター11Fまちづくり広場・大研修室

［134-51-02］「定例研究会で見方調べ方や調査研究

報告予定及び見学希望の用紙記入のお願い」／天野

武弘

［134-51-03］2015/06/07「ものづくり文化再発見！

ウォーキング」（協力）／柳田哲雄

名古屋市内コース：START愛知県庁本舎→名古屋市

役所本庁舎→旧豊田佐助邸→旧春田鉄次郎邸→文化

のみち橦木館→文化の道二葉館→三菱東京ＵＦＪ銀

行貨幣資料館→名古屋陶磁器会館→建中寺・徳興殿

出入口特別開放→徳川美術館→徳川園→大曽根の道

標→山田天満宮金神社→山田重忠旧里碑→曽我ガラ

スショールーム→金虎酒造GOAL

受付8:00、出発9:00 参加費：大人500円、小中学

生 無料

研究会の説明分担：愛知県庁本舎、名古屋市役所

本庁舎、建中寺

申し込み：TEL052-459-0883 FAX052-459-0884

E-mail walking@kernel.co.jp

６．文献紹介、資料紹介 （ ）内は紹介者

【参考文献】

［134-61-01］多賀・八溝山地『小型タービン水車の

研究』鈴木良一著 三樹書房4000円（事務局）

【参考資料】

［134-62-01］特別公開「諸戸徳成邸」桑名市文化課

2015/5/16 （事務局）

［134-62-02］東京産業考古学会 ニューズレター

No.0111、2015/03/15（事務局）

［134-62-03］名古屋都市センター ニュースレター

Vol.103、2015/03 （事務局）
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< 9 >

［134-62-04］トヨタ産業技術記念館「赤れんが便り」

Vol.69 (天野武弘)

【その他の資料】

［134-63-01］雑誌『サライ2015年６月号 明治の産

業遺産を訪ねる』、小学館（事務局）

［134-63-02］『別冊太陽「ニッポン産業遺産の旅」』

平凡社、（事務局）

７．出版広報事業

［134-71-01］インターネット

研究会のWEBサイト

http://csih.sakura.ne.jp/

８．委員会、役員会、研究分科会

［134-81-01］幹事会・役員会等

2014年度(平成26年度)

・第7回幹事会（メール審議）

研究会ロゴマーク製作者からの使用承諾について

・第8回幹事会 2015/04/29

会場：名城大学名駅サテライト

第23回総会準備

・2014年度会計監査 2015/04/19

会場：名城大学名駅サテライト

・第7回幹事会 2015/04/29 10:00-12:00

会場：名城大学名駅サテライト

総会準備

・第2回役員会 2015/04/29 13:00-16:00

会場：名城大学名駅サテライト

総会準備

［134-81-02］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

第34回 実行委員会

・第1回 2015/03/22(日) 10:00～

会場：大同大学滝春校舎本館14F交流会室

［134-81-03］2015年度パネル展「東海の絹・文化と

産業遺産」勉強会

・第2回 2015/04/12(日) 14:00～16:30

会場：名古屋都市センター13F

･第3回 2015/06/14(日) 14:00～16:30

会場：名古屋都市センター13F

［134-81-04］研究誌『産業遺産研究第22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

［134-91-01］研究会スケジュール、関連団体スケジ

ュール

・第133回例会 2015/03/22(日) 1

3:00～ 大同大学滝春校舎本館14F交流会室

・第135回定例研究会 2015/07/12(日) 13:00～

トヨタ産業技術記念館

・第14回TICCIH本会議

XVIth INTERNATIONAL TICCIH CONGRESS

2015/09/06(日)～09/11(土)フランス・リール

Congress Website

http://ticcih-2015.sciencesconf.org/?lang=en

※参加登録受付中

・第136回定例研究会・見学会

2015/09/27(日) 10:00～

木曽川文庫、木曽川下流改修工事関連施設、

資料館、周辺施設など予定

・産業考古学会新潟県柏崎大会 研究発表会

2015/10/24(土)～10/25(日)

・第137回定例研究会・パネル展講演会

2015/11/22(日) 13:00～名古屋都市センター

［134-91-02］会員異動（ ）内は入会日・退会日

2015/05/16現在、会員数127名(前年度＋1名）

【入会】

・井上正行：糸偏に関心。大阪府田尻町教育委員会

社会教育課町史編纂係（2015/04/01）

・山田富久：金属の製造加工、河川・港湾施設、飛

行機生産、戦跡。津島市東中地町（2015/05/11）

【退会】佐々木享（2015/05/14）

「故佐々木享先生を偲ぶ会」世話人会： 横山悦生・

森下一期・依田有弘・田中喜美・大橋公雄・沼口博

私たち六名は、2016年5月14日の故佐々木享先生の

1周忌の日に、名古屋大学において先生を追悼する「故

佐々木享先生を偲ぶ会」を開催するための、世話人

会を結成しました。私たちは、この偲ぶ会を実りあ

るものにするために、実行委員会を立ち上げること

を呼びかけます。その日に向けて、追悼集の作成、

当日の会の持ち方などを実行委員会で準備していき

たいと考えています。

「偲ぶ会」の構想として次のことを考えています。

① 2016年5月14日 名古屋大学にて「偲ぶ会」

午後4時～7時（予定）参加費：6,000円

② 追悼集の発行

追悼集の内容については、執筆希望者の意向を集

約してから決めます。

「故佐々木享先生を偲ぶ会」

の呼びかけ

［中部産業遺産研究会会報 第59号］
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費用：3,000円以上を予定（執筆の有無にかかわら

ず、ご協力をお願いします。額については執筆予定

調査の結果によっては変更があるかもしれません。）

つきましては、以下の点について、お返事をいた

だきたいと思います。

1.追悼集に執筆していただけますか。執筆下さる場

合、どのような内容の文章を書いていただけますか。

□執筆する（以下の選択をお願いします）

□執筆しないが入手したい

選択肢 □①論文（佐々木先生に捧げるといった意

味を込めたもの。）

□②追悼文

□③思い出を語る

（②、③の区別は判然としませんが、どちらにウェ

イトがかかっているかで選んで下さい。）

2.「偲ぶ会」に

□参加する □参加しない

※準備に費用がかかることありますので、事前に送

金をお願いする予定ですが、追悼集の費用が固まっ

ていませんので、固まり次第ご連絡し、振込口座を

お知らせすることといたします。

※該当項目（執筆について、偲ぶ会への参加につい

て、お名前、住所、電話、メール、所属団体）をメ

ールで送付いただくか、森下宛に郵便にてお知らせ

下さい。７月中にご返事を頂きたいと思います。

2015年6月 「故佐々木享先生を偲ぶ会」世話人会

連絡先

・横山悦生：名古屋大学技術教育学研究室

n47131a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp

・森下一期 kazukimori@nifty.com

〒211-0025 川崎市中原区木月3-20-41

日時：2015年7月12日(日) 13:00～17:00

会場：トヨタ産業技術記念館

第135回公開定例研究会は、トヨタ産業技術記念館

と共催し、定例研究会後に「第１回さんぎ大学 講

話会」を開催する。

■第135回公開定例研究会 13:00～14:20

研究報告・調査報告

第1３5回公開定例研究会 案内

第１回さんぎ大学 講話会 案内

［135-11-01］緑区有松の捕虜収容所跡と作家城山三

郎の青春／馬場慎一

［135-11-02］コマツG40ブルドーザーと海軍施設本

部沼津屋外実験所／國立篤

■第１回さんぎ大学 講話会 14:30～16:30

講話①「注目される産業遺産 －新たな楽しみ方－」

／天野武弘

講話②「佐吉の想いと遺された煙突基礎 －歴史、

保存－」／成田年秀（トヨタ産業技術記念館）

煙突基礎の遺構見学会 （講話会終了後）

※終了後、交流会を予定。

開催日時：2015年9月27日（日曜日） 10時集合

集合場所：近鉄長島駅（南側が出口）

参加費：500円（入館料、自家用車提供者へ謝礼）

当日受付の時徴収。

※当日午前６時に名古屋地区に暴風・大雨警報の発

令時は中止予定です。電子メール版ニュースレター

などを確認できない会員の皆様は、下記の担当幹事

までご連絡ください。

◇天野例会幹事：0533-85-1504、携帯090-1758-9601

◇大橋事務局長：052-876-0337、携帯090-1095-8302

［内容］

「木曽三川資料館 木曽川文庫見学と河川改修施設

・遺構を見る」

【午前】近鉄長島駅より、乗用車乗り合わせにて20

分程度の「木曽川文庫」を見学。薩摩藩による宝暦

治水工事、デ・レーケ指導の明治改修工事の調査･計

画関連資料の説明を受けます。公園内の重要文化財

「船頭平閘門」、デ・レーケ像を見学し、木曽三川公

園治水タワー広場にて、昼食（各自持参）と休憩。

【午後】薩摩藩の宝暦治水殉職者を祭神とする「治

水神社」及び「近代治水百年記念碑」を見学・参拝。

同時に明治改修で施工されたケレップ水制工が河川

内に見られます。最後に輪中の災害歴史・生活･文化

を勉強できる「輪中の郷」へ移動し見学。

15時頃：長島駅に戻り解散します。（尚、「輪中の郷」

は入館料310円が必要となります。）

◆参加希望者は、住所、氏名、自家用車を出すこと

第1３6回定例研究会・見学会案内
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に協力可能か、同乗か、の区別を明示し、下記へ申

し込み。自家用車の準備がありますので見学会参加

希望者は７月定例研究会当日（7/12）までに連絡を

お願いします。

大橋公雄 E-mail：ohashi05@ai.wakwak.com

電話・FAX:052-876-0337

原稿募集、会報編集委員募集のご案内

■編集後記

国立国会図書館よりISSN（International Standard

Serial Number、国際標準逐次刊行物番号）が「中部産業

遺産研究会会報」に付与されました。今号よりISSN 2189-

5619が付きます。

国会図書館では、このISSNが付けられた刊行物の固有の

論題をもつ記事（論文、調査報告、博物館紹介など）は、

雑誌記事索引の対象となり、データベース化されて、論文

名や著者名、キーワードなどで検索できるようになります。

『産業遺産研究』誌とともに『中部産業遺産研究会会報』

の資料検索には、国会図書館の検索サイトをご活用下さい。

（石田）

■産業遺産に関する諸情報、短信、文献紹介、ご意見など

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。

原稿送付先：石田正治 ishida96@tcp-ip.or.jp

第60号の原稿締切日：2015/9/20

■「中部産業遺産研究会会報」発行予定

第60号（2015/10/15） 第61号（2016/1/15）

第62号（2016/4/15） 第63号（2016/7/15）

発見館開館10周年記念企画展「古橋源六郎暉皃」開催のご案内

豊田市近代の産業とくらし発見館では、2015年７月18日（土）～11月１日（日）の期間、発見
館開館10周年記念企画展「古橋源六郎暉皃」を開催します。

今回の企画展では、第187回国会での安倍総理大臣の所信表明演説でも取り上げられた、幕末
から明治期の篤農家、古橋源六郎暉皃について、古橋懐古館に伝わる資料とともに紹介します。

是非この期間中に、ご家族・ご友人の方々をお誘いあわせの上、当館へご来館賜りますようご
案内申し上げます。 館長 森 泰通

【行事のご案内】 詳細は発見館ＨＰをご覧ください。
１． 子どもにもわかる ギャラリートークと座繰り機実演

日 時：７月30日（木） ①10時～11時 ②13時30分～14時30分
内 容：ギャラリートークの後、足踏み式座繰り機の実演を見学。

２．企画展講座「シルクを染めてみよう！」
日 時：８月１日（土）、２日（日） 13時～15時
内 容：シルクのスカーフをアイの生葉で空色に染める。※申込みが必要です。

３．見学会 「古橋源六郎暉皃と稲武」
日 時：８月21日（金） ９時30分～16時
内 容：稲武を訪ね、古橋懐古館を見学。

４．ギャラリートーク 「30分でわかる暉皃」
日 時：９月13日（日） 10時～10時30分
内 容：当館学芸員によるギャラリートーク

（問合せ）豊田市近代の産業とくらし発見館 電話0565-33-0301
（ＵＲＬ）http://www.toyota-hakken.com/

［中部産業遺産研究会会報 第59号］
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