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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】豊田市近代の産業とくらし発見館 企画展のご案内【New】 

【３】ガラ紡コンサートのご案内【New】 

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第１８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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

●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 

 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～ 開催予定（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 月または 12 月の日曜日 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】豊田市近代の産業とくらし発見館 企画展のご案内【New】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

発見館企画展 まゆまつり 2015「加茂蚕糸～繭から糸へ～」開催のご案内 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。いつも発見館をご利用いただき、厚く 

お礼申し上げます。 

 このたび当館では、平成 27年 4 月 28 日（火）～7月 5日（日）の期間、企画展まゆまつり 

2015 「加茂蚕糸－繭から糸へ－」を開催します。 

 今回の企画展では、加茂蚕糸で働く女工さんたちの「繭から糸にする」仕事について、写真パネルや 

 加茂蚕糸の資料とともに紹介します。また、発見館で飼育するカイコを間近で観察していただけます。 

 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 
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 申し上げます。                                          敬具

【行事のご案内】 

１．ものづくり講座 

    ①「まゆで作る鯉のぼりのタペストリー」 

    日 時：４月 29 日（水・祝）、30日（木） 13 時～15 時 30 分 

    内 容：まゆを使って、鯉のぼりのタペストリーを作ります。 

    定 員：抽せん各 15 名  参加費：500 円  申込み：4/17(木) までに往復はがきにて  

    ②「まゆで作るフラワーポット」  

    日 時：５月９日（土）、10 日（日） 13 時～15 時 30 分 

    内 容：まゆで作った花で、フラワーポットを作ります。 

    定 員：抽せん各 15 名  参加費：500 円  申込み：4/25（土）までに往復はがきにて 

２．見学会 「養蚕農家を訪ねて」  

    日 時：６月３日（水）９時 30 分～16時 

    内 容：新城市の養蚕農家を訪ねた後、秋葉街道の宿場町大野を見学します。 

    定 員：抽せん 20 名           申込み：5/15(金)までに往復はがきにて 

    参加費：600 円（保険料 100 円含む） 

３．ものづくり体験 「まゆのおきあがりこぼし」 

    内 容：かわいい動物のおきあがりこぼしを作ります。 

    定 員：３種類 先着各 70 セット（期間中随時受付 なくなり次第終了）  

    参加費：100 円 

４．ギャラリートークとカイコのえさやり 

    日 時：６月６日（土）、13 日（土） 10 時～11 時 

    内 容：ギャラリートークの後、カイコのえさやりと座繰り機を使った糸繰りを体験します。 

５．その他、季節の折り紙など無料工作 

（問合せ）豊田市近代の産業とくらし発見館 

〒471-0027 愛知県豊田市喜多町 4-45 

電話 0565-33-0301 FAX 0565-33-0319 

Ｅ-mail : hakken@city.toyota.aichi.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】ガラ紡コンサートのご案内【New】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2015 年５月 27日水曜日に、まつもと市民芸術館（長野県松本市）において、「ガラ紡コンサート」 

が開催されます。 

当会副会長の天野武弘先生、前会長の石田正治先生のご講演ありますのでご案内致します。 

詳細は添付ファイルをご覧下さい。 

名称 ガラ紡コンサート 

日時 平成２７年５月２７日（水）午後１２時３０分開場 

場所 まつもと市民・芸術館 小ホール（長野県松本市） 

演奏 ピアノ三重奏（セントラル愛知メンバー） 

講演 天野武弘 「三河で栄えたガラ紡、そして新たな試み」 

   石田正治 「臥雲辰致－人と技術」 

   小松芳郎 「臥雲辰致と松本」 

   崔 裕眞 「ANOTHER SPINNING INNOVATION」 

交流会（参加料必要） コンサート終了後、飲み放題、つまみ 

ガラ紡製品展示即売会 ガラ紡の特徴を生かした製品（肌洗い、食器洗い、ストール等） を 

会場入り口のロビーで行います。 

http://www.gaun.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第１８回／杉本漢三【New】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

           エントロピー（Ｅｎｔｒｏｐｙ） 
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 エントロピーは、熱力学、統計力学における重要な量であるが、聞くだけでアレルギー 

症になる人が多いようだ。だが最近の社会的現象や情報理論に囲まれると、これらに関連 

したエントロピーの概念を無視することはできない。一言で言えば、「エントロピーとは 

乱雑さを表す量」または「エネルギーの無効の度合いを示す指標」であり、熱力学第二法則 

をこれで表現すれば「自然界はエントロピーが増大する向きへ変化する」となる。 

 例えば、温度が高ければ少しぐらい熱をもらっても影響小さいが、温度が低いと少しの 

熱でも影響は大きくなる。このように熱力学では、系がもらった熱量を温度で割ったものを 

「エントロピーの変化」という。高温物体から低温物体に移った熱Ｑについて、この 

エントロピー変化を⊿Ｓ、絶対温度Ｔ、系がもらった熱量Ｑとすれば、次式で表せる。 

   ⊿Ｓ＝Ｑ／Ｔ、 全体のエントロピー変化は、⊿Ｓ＝Ｑ／Ｔ低－Ｑ／Ｔ高＞０ 

となり、高温物体のエントロピー変化はマイナス、低温物体はプラスになるので、熱が高温 

から低温に移るときエントロピーはプラスとなって増大することになる。この増大の法則を 

「熱力学第二法則」といい、エネルギー問題を考えるとき『エントロピー発生に伴う 

エネルギーの質の低下の問題』といえる。 統計力学では、エントロピーＳを、起こりえる 

状態の数Ｗの自然対数に比例する量として定義している。 

 Ｓ＝ｋ log eＷ、 ｋは比例定数であり、ボルツマン定数で決まった数である。 

 すなわち、エントロピーが大きいということは、取りえる状態が多く乱雑な状態ということ 

である。これらの知識が社会現象などで我々の日常生活にどのように役立っているのかを 

感じるのは、お風呂の湯であろう。エントロピーを考えると環境問題での「ゼロエミッション」 

は有り得ない話である。 

 なお、エンタルピー(Enthalpy)は、外部に対して仕事を行い得る能力のことであり、 

別物である。 

--  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ 

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。 






