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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】ＧＩＨ（岐阜産業遺産調査研究会）会報 第 101 号と第 109 回例会のご案内／髙橋伊佐夫【New】 

【３】豊田市 近代の産業とくらし発見館からのご案内【New】 

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第２３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 

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

【注意】 

2015 年７月の第 135 回例会の日時が変更になりましたのでご注意下さい。 

●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          2015/07/12(日) 13:00～ 産業技術記念館 ホールＡ【日時に注意！】 

●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 

●平成 27 年度パネル展   2015/11/17(火)～29(日) 名古屋都市センター11 階 

 テーマ「東海の絹・文化と産業遺産」 

●第 137 回例会・パネル展講演会   2015/11/22(日) 13:00～ 名古屋都市センター11 階 

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

【２】ＧＩＨ（岐阜産業遺産調査研究会）会報 第 101 号と第 109 回例会のご案内／髙橋伊佐夫【New】 

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

ＧＩＨ（岐阜産業遺産調査研究会）の髙橋伊佐夫先生からＧＩＨ会報第 101 号と第 109 回例会のご案内を 
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頂きましたので、皆様に配信致します。 

添付ファイルをご参照下さい。 

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

【３】豊田市 近代の産業とくらし発見館からのご案内【New】 

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

発見館講座「まゆで作るフラワーポット」参加者募集のご案内

  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。

当館では、平成 27年 4月 28 日（火）から 7月 5日（日）まで、 

企画展「まゆまつり 加茂蚕糸～繭から糸へ～」を開催いたします。

この企画展に関連して、「まゆで作るフラワーポット」講座を行いますが、５月 10 日（日）に 

ついては、定員に若干余裕がありますので、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

参加ご希望の方は電話（発見館 0565-33-0301）でお申込み下さい。 

（定員になり次第締切りとさせていただきます。）

                 記

・とき 平成５月 10 日（日）午後１時～午後３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。 

・場所 近代の産業とくらし発見館

・参加費 500 円 

・そのほか 小学生以下は保護者同伴 

まゆで作るフラワーポット

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

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第２３回／杉本漢三【New】 

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

グラフ理論

 数学王、レオンハルト・オイラー(1707～1783)は、固定的な形や位置にとらわれる

ことなく、もののつながり方に注目する幾何学の必要性を訴えた。これは現在の「位相幾何学」

の発想で、幾つかの点とそれらを結ぶ何本かの線からなる図形化のグラフを研究する

「グラフ理論」の始まりであった。分かりやすく言うと「一筆書き」の問題であり、

有名な”ケーニヒスベルクの橋”のようなパズルの問題であった。これは現代では、

電気回路、コンピュータ・ネットワーク、ホームページのリンク構造、経路探索

などに利用されている。
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七つの橋を全て一度だけ渡って戻ってくることができるか？

答え；この一筆書きは不可能。

参考記事；朝日新聞 2014.6.29 数と科学のストーリー 
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ＧＩＨ会報 No.101
（Gifu Industrial Heritage）

岐阜産業遺産調査研究会 ２０１５年４月２０日発行

 第 108 回研究会は、2015 年２月 21 日(土)に県図書館研修室１で行いまし

た。最初に、大田さんより産業遺産の写真をデジタル化したＤＶＤ映像が紹

介されました。次に髙橋さんから木曽長良背割堤ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ最終回参加報告が

ありました。最後に次回研究会とＧＩＨ結成 20 周年に向けて相談しました。

その内容の概略は下記をご覧下さい。今回の研究会参加者は４名でした。

１． 産業遺産の写真をデジタル化したＤＶＤ映像の紹介
紹介者 大田 博行 会員

ＤＶＤに収録する写真のデジタル化が完了しました。ＤＶＤで紹介する岐阜の産業遺

産は７０件程です。産業遺産はデジタル化した写真だけでなく、産業遺産のシステム・

構造が理解し易い説明文を追加しました。更に一部の産業遺産には動態映像（ビデオ）

も追加して作成しました。

紹介されたＤＶＤの映像を見て、デジタル化した産業遺産の写真の下に簡単な説明文

を付けられるのは産業遺産がより理解し易く大変良いのではとの感想がありました。

２．木曽長良背割堤ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ最終回の参加報告

報告者 髙橋 伊佐夫 会員

( 1 ) 背割堤ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催経緯

 第 1 次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは第１回 2012/3/22 に開催、吉里排水機など羽島の３排水機の保存展

示などを要望した。第 1 次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは 10 回開催された。 

 第 2 次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは第１回 2013/11/28 開催、第２次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは２回開催された。 

 第 3 次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは 2015/1/23 に１回開催。第 1 次から第３次まで合計 13 回開催。 

(2) ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで話し合われたこと

 第２次以前のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加の内容概略は、ＧＩＨ会報で紹介しているので省略し、

今回１月 23 日（金）に開催された第３次ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの内容を紹介する。 

 今回のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは、３月 21 日 (土 )に開催計画の「桜堤サブセンター開園イベント」

について、参加者が楽しめるイベントにする目的で、花づくり・治水の歴史紹介・そ

の他の展示などで意見交換する会合だった。 

  今回の参加者は 30 名ほどで、Ａ･Ｂ･Ｃ３ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれて話し合った。Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ

は花壇デザイン・花壇への花植えなど「花づくり」について、Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟは羽島市の水

害の歴史パネル展など「治水の歴史紹介」について、C ｸﾞﾙｰﾌﾟは「その他」ｸﾞﾗｲﾀﾞｰ

展示などについて、それぞれの考えや意見を出しあった。私はＢｸﾞﾙｰﾌﾟに参加した。

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟは８名のメンバーで、治水の歴史展示内容を相談した。相談の結果、一つは

治水の歴史的変化が分かる江戸時代・明治時代・現代の３地図を展示。二点は旧吉里

･小藪･桑原３排水機場が存在していた状況を写真で展示。明治 29 年の洪水状況を示
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す水害地図も追加展示。三点はイベントには幼稚園児も参加予定なので川魚も 10 匹

ほど展示する。などの意見がまとまった。 

(3) 桜堤サブセンター開園イベントの紹介

開催日：３月 21 日（土、祭日）午前 10 時より 

 場 所：羽島市桑原町小藪の木曽川右岸堤外 (河川敷 )
 主 催：桜堤サブセンター開園イベント実行委員会 

 内 容：開園式・花壇づくり・治水の歴史パネル展・グライダー展示・その他 

３．次回(第 109 回)研究会と 20 周年記念事業の検討

 次回の研究会は 2015 年 4 月 21 日(第３土曜日)の予定でしたが、報告内容

など決まりませんでした。またＧＩＨ結成 20 周年となる今年、記念事業とし

て祝賀会を実施してはと言う意見は以前からありましたが、記念講演と祝賀

会を６月に行ってはとの意見があり検討したが決まりませんでした。会場確

保のこともあり、毎年５月に実施している運営委員会を早め、３月に開催し、

記念事業の内容や会場などを相談し決めることになりました。

４．2015 年度運営委員会について
 今年度の運営委員会は 2015 年３月 14 日(土)に岐阜大学で行いました。 

内容は別紙第 109 回案内と 20 回総会･記念事業等について相談しました。

５．次回(第 109 回)研究会について
 次回 (第 109 回 )研究会は 2015 年６月 20 日(土)にしました。会場は、岐阜

市靭屋町 38 の「空穂屋」です。内容は別紙第 109 回案内をご覧下さい。



- 1 -

GIH 第 109 回研究会のご案内

 第 10９回研究会は下記の日時・会場で行うことにしました

ので、ご案内いたします。内容は下記のテーマです。会員で

ない方でも気楽にご参加頂ければ有り難いです。

 日 時；201５年６月 20 日(土) 午後２時～午後５時

会 場；岐阜市靭屋町 38 の「空穂屋」

内 容；下記の３テーマ

１．日本の産業近代化と公害問題
      －産業考古学との関連で－

報告者：稻生 勝 会長 

２．「岐阜の産業遺産」ＤＶＤ最終確認
報告者：大田 博行 会員 

プロジェクターを使って作成したＤＶＤを紹介します。 
ＤＶＤは「岐阜の産業遺産」の説明文付画像集とＧＩＨ 
20 年間の活動も含みます。 
参加者でコ－ヒ－を飲みながらＤＶＤを見ます。 

３．次回(第 110 回)研究会について（案） 

第 110 回はＧＩＨ結成 20 周年なので、記念事業として 
下記の日時・会場・内容で行う予定です。

日 時：2015 年７月 18 日(第３土曜日) 
会 場：岐阜大学地域科学部「地 11 講義室」 
内 容：１．完成した「岐阜の産業遺産」のＤＶＤ鑑賞 

２．ＧＩＨ結成 20 年を振り返って講演(稻生会長） 
３．第 20 回総会－2014 年度活動報告と会計報告・ 

2015 年度活動計画と予算案・2015 年度運営委 
員と役割分担・ＧＩＨの会則改定案など検討 

祝賀会：研究会終了後、岐阜大学近くのレストラン


