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中部産業遺産研究会にご興味のありそうな方に、このメールを是非転送して下さい。
【中部産業遺産研究会の入会案内はこちら】
http://csih.sakura.ne.jp/nyuukaiannai.html
【中部産業遺産研究会のホームページはこちらから】
http://csih.sakura.ne.jp/index.html
【 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定
【２】第１３３回研究会のご案内（レジュメを配信します）
【再送】

【３】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点

第１７回／杉本漢三【New】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５月の総会の日程が以前にご案内していた日から変わりましたのでご注意下さい】
●第 133 回研究会
2015/03/22(日) 13:00〜 大同大学 本館 14 階 交流室
（交通：名鉄河和線・常滑線 大同町駅下車 徒歩５分）
●第 23 回総会・第 134 回研究会
2015/05/17(日) 13:00〜 名城大学 名駅サテライト大会議室
・第 135 回例会
2015/07/26(日) 13:00〜 開催予定
・第 136 回例会・見学会 2015/09/27(日) 13:00〜 開催予定
・パネル展講演会・第 137 回例会 2015/11/29(日)または 12/06(日) 13:00〜 名古屋都市センター開催予定
会場は名古屋都市センターを除き予定です。名城大学名駅サテライトにお願いする予定ですが、
大同大学や豊田くらし発見館などに変更する場合があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】第１３３回研究会のご案内（レジュメを配信します）
【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第１３３回研究会を次の通り開催致します。
日時
会場

2015 年３月 22 日 日曜日 13:00〜
大同大学 本館 １４階 交流会室

交通

名鉄常滑線・河和線

大同町下車

徒歩すぐ
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詳細はこのメールに添付のレジュメをご参照下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第１７回／杉本漢三【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
光速の測定
光の速度は、30 万 km/s といわれているが、これを正確に測ろうとしたのがガリレオ
であり、ランプの点滅のずれる時間から光速度を導こうと「ガリレオ変換」を試みたが
うまくいかなかった。フランスの物理学者フィゾーは、その原理を応用し、回転歯車を
使って光の合図をすごく短くして、8.6km 離れた鏡に反射して戻ってくる時間を測った。
そして 1960 年に発明されたレーザーでガリレオの方法を実現して光の波長と振動数から
光の速度を決める方法が確立された。10 億分の 1 の精度であったが、時間の精度の
1 兆分の 1 には達しなかった。しかし、ここで光の速さは、秒速 29 万 9792.458km、
誤差０とした。
この光の速さをもとに 1983 年に国際度量衡委員会は、長さを決めることにし
『１ｍは、光が真空中を 2 億 9979 万 2458 分の 1 秒間に進む距離』と定義した。
これによりイリジウム(Ir)製のメートル原器が既に産業遺産品になったかどうか。
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
中部産業遺産研究会のニューズレターは電子メールアドレスをお持ちの会員の皆様に
Google グループのメーリングリストのシステムを使って配信しています。
配信元：中部産業遺産研究会 会報編集委員・広報幹事 橋本 英樹
E-mail ： hidekih@wine.plala.or.jp
Copyright 2002-2014 The Chubu Society For The Industrial Heritage, Allrights reserved.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
--このメールは Google グループのグループ「中部産業遺産研究会」の登録者に送られています。
このグループから退会し、グループからのメールの配信を停止するには csih+unsubscribe@googlegroups.com にメー
ルを送信してください。
http://groups.google.com/group/csih からこのグループにアクセスしてください。
その他のオプションについては、https://groups.google.com/d/optout にアクセスしてください。
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[15-03-22]

中部産遺研第１３３定例研究会

2015/2/22

大同大学滝春校舎本館 14F 交流会室 出席者（

）名

会場にプロジェクター・スクリーンは設置されている
司 会 （ 市 野 清 志 ）、 記 録 （

）

13:00
１．研究報告、調査報告
［133-11-01］「大学生のものづくり体験学習―たたら製鉄・ミニチュア煉瓦アーチ積・ピザ窯構築・
煉瓦ドミノー」

水野信太郎 （40 分）

質疑 5 分

［133-11-02］
「1950 年代の欧米から日本への技術移転についての考察」 橋本英樹

（30 分）
質疑 5 分

＜休憩

10 分＞

14:30
[133-11-03］
「 新発見の手回しガラ紡績機の調査から 」

天野武弘

（40 分）
質疑 5 分

15:15
２．その他の諸報告、保存問題など
［133-21-01］「博物館明治村

開村 50 周年記念式典・村長就任式」招待

永田 宏（10 分）

［133-21-02］
「平成 26 年度名古屋市文化関係自費出版助成補助金の交付決定」通知 ５分（事務局）
補助対象事業名：産業遺産研究 発行事業、補助金 52,000 円（印刷費の半額）
補助金交付の初年度から５年間に限り申請できる。申請手続きは年度ごとに行う。
補助金交付 ４〜５月頃予定
３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)
［133-31-01］研究誌『産業遺産研究第 22 号』について

浅野伸一（２分）

［133-31-02］会報ニュースレター

橋本英樹（１分)

電子メール版の原稿募集

４．シンポジウム
［133-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 33 回 報告

山田貢（10 分)

■テーマ 「博物館における動態保存のあり方」
■開催日 2015/02/22（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

講演「近代文化遺産の保存と動態保存に関して」
講師

中山

俊介（東京文化財研究所保存修復科学センター近代文化遺産研究室長）

講演「動かし続けることにこだわる博物館」講師

成田
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年秀（トヨタ産業技術記念館副館長）

[15-03-22]
講演「歴史ある工作機械をいかに蘇らせるか」
講師

三好 稔幸（ヤマザキマザック株式会社生産技術部

博物館担当）

講演「ドイツ・ラインラント産業博物館ミューラー生地工場の機械」
講師

マイヤー

オリバー（会員、愛知教育大学

［133-41-02］「 」

教育学部

准教授）

（ 分）

５．見学会、その他の催し物
［133-51-01］「2015 年パネル展」
「東海の絹・文化と産業遺産」

寺沢安正（５分）

勉強会 04/12（日）
、14 時より名古屋都市センター13F

［133-51-02］「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」
例会幹事 （１分）
［133-51-03］「明治期砂防堰堤プロジェクト報告会開催」木曽三川フォーラムと合同調査
2015/04/24（金）13:00〜15:00 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所
ダム統括会議室 2F
［133-51-04］
６．文献紹介、資料紹介 （

）内は紹介者

【参考文献】
［133-61-01］「」
（事務局）
［133-61-02］「」
（

）

【参考資料】
［133-62-01］「東京人」４月号 april2015no.352 博物館明治村開村 50 周年

（事務局）

［133-62-02］
【その他の資料】
［133-63-01］「」

（事務局）

［133-63-02］「」

（事務局）

［133-63-03］
７．出版広報事業
［131-71-01］インターネット http://csih.sakura.ne.jp/
［131-71-02］中部産業遺産研究会の本
８．委員会、役員会、研究分科会
［133-81-01］幹事会・役員会等
2014 年度(平成 26 年度)
2

左記です。一度ご覧下さい。

[15-03-22]
・会報編集委員会 2014/12/21(日) 10:00〜12:00、
名城大学名駅サテライトディスカッションルーム２
・第５回幹事会 2015/03/16

メール 名古屋市自費出版助成金決定通知

・第６回幹事会2015/03/16

メール

会報ISSN（国際標準遂次刊行番号）取得について

・2014 年度会計監査 2015/04/19(日) 名城大学名駅サテライトディスカッションルーム２
・第７回幹事会 2015/04/29（水・祝）10:00-12:00 名城大学名駅サテライト
・第２回役員会 2015/04/29（水・祝）13:00-16:00 名城大学名駅サテライト
［133-81-02］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〜 ??
［133-81-03］第 11 回 2014 年度パネル展「東海の絹・文化と産業遺産」勉強会
・第１回 2014/02/08(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
・第２回 2014/04/12(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
［133-81-04］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
［133-91-01］研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他
・第 133 回例会

2015/03/22(日) 13:00〜 大同大学滝春校舎本館 14F 交流会室

・第 23 回総会・第 134 回例会

2015/05/17(日) 13:00〜 名城大学サテライト多目的室

記念講演「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
・第 135 回例会

2015/07/26(日) 13:00〜 会場未定

・第 136 回例会・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

・第 137 回例会・パネル展講演会

2015/11 月 or12 月(日) 都市センターの年計画で決まる

※会場は名古屋都市センターを除き予定です。
［133-91-02］会員異動 （

）内は入会日・退会日 2015.03.20 現在 会員数 126 名

・入会：長屋雅雄

（2015/01/25）
、

・退会：長谷川伸俊

（2015/01/10）

10. 会員相互の交流 （余り時間の有効活用）
16:55 終了後かたづけに協力してください。お忘れ物がないようにお願いします。
［懇親会］17:30〜
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