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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】中部産業遺産研究会 第 23 回総会・第 134 回研究会のご案内【New】 

【３】平成 27 年度会費納入について【New】 

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第２４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          2015/07/12(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】中部産業遺産研究会 第 23 回総会・第 134 回研究会のご案内【New】 

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

中部産業遺産研究会 第 23 回総会と第 134 回研究会を下記の通り開催致しますので、皆様の 

ご参加をぜひ、よろしくお願いいたします。 

開催日  2015 年５月 17日 日曜日 午後１時～５時 

会場   名城大学名駅サテライト（ＭＳＡＴ） 多目的室 

http://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/msat.html

交通   KDX 名古屋駅前ビル 13階 

     JR 東海「名古屋」駅から、ユニモール地下街 4番出口を出てすぐ 
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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授・会員） 

詳細は、添付ファイルをご参照下さい。 

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

【３】平成 27 年度会費納入について【New】 

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

中部産業遺産研究会会員各位 

平成 27 年度会費の納入を次の通り受け付けますのでお知らせいたします。 

できるだけ早めに納入頂けましたらと思います。 

（なお、従来ありましたゆうちょ銀行の口座は廃止いたしました。） 

金額   ４０００円 

振込先  三菱東京ＵＦＪ銀行 鳴海支店 普通預金 １５３１２６６ 

     中部産業遺産研究会 会計係 朝井佐智子 

振込手数料は会員の皆様にてご負担下さい。 

なお、三菱東京ＵＦＪ銀行鳴海支店からの振り込みと、三菱東京ＵＦＪダイレクト 

（インターネットバンキング）からの振込手数料は無料です。 

三菱東京ＵＦＪ銀行の他の支店からの振り込みの場合、窓口からは 324 円、ＡＴＭから 

は 216 円の振込手数料がかかります。 

領収証は、振り込み時に発行される領収証をもって代えさせて頂きます。 

なお、２年の会費未納のある方は自動退会となりますのでご注意下さい。 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

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

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第２４回／杉本漢三【New】 

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

              アルゴニズム  

 計算手順を意味する「アルゴニズム」のことばを作ったのは９世紀前半に活躍した 

イスラムの数学者アル・フワーリズミである。「代数学の父」と呼ばれ、著書に 

「インドの数の計算法」があるが、この数学以外に天文学、地理学なども研究していた。 

インド式の掛け算は、次の代数式で簡単に計算できる。 

      (100－a)×(100－b)＝100×[100－(a＋b)]＋a×b 

例えば９７×９６の場合、100 との差は、a=3 と b=4 であるのでこの式に代入すると、 

  100×[100－(3＋4)]＋3×4＝100×93＋12＝9300＋12＝９３１２ となる。 

すなわち、100 との差で千の位は和、十の位は積ということである。だから一桁の掛け算 

なら 10 との差で両手を使って計算できるというのがインド人の掛け算である。 

７×９なら、左手の指を 3本、右手の指を 1本折り、10 との差で一の位は積で 3×1＝3、 

十の位は和であり、折らなかった指の残り数から、10×(2＋4)＝60、従って６３となる。  

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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中部産遺研第２３回総会・第１３４定例研究会      2015/05/17 

於：名城大学名駅サテライト多目的室 参加：（  ）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（漢人省三）、記録（花村富雄）

13:00 

 第 23 回 総会

  会長挨拶 

  議長選出 

    １．2014 年度(平成 26 年度)事業報告 

    ２．2014 年度(平成 26 年度)会計報告 

       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 

    ４．規約等一部訂正（案） 

５．2014 年度～2015 年度役員一部交代（案） 

    ６．2015 年度(平成 27 年度)事業計画（案） 

    ７．2015 年度(平成 27 年度)予算（案） 

    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 

14:30 

 休 憩    会費納入など                      （10 分） 

14:40 

 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             （90 分） 

                                       質疑 10 分 

16:15 

休憩    会費納入など                   （５分） 

16:20 
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第 134 回 定例研究会

司会（漢人省三）、記録（花村富雄） 

新会員紹介 

１．研究報告、調査報告 

［134-11-01］「スポーツ学生のものづくり体験 その 3  」 水野信太郎  （20 分）  

質疑 5 分

16:45 

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（５分） 

     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」50分講座を２本の後、定例の 

      研究会を開催。会議室の定員 100名のため、ワークショップを公募するので、研究会参加予 

   定者は、本日の参加名簿に○印を付けてください。 

   尚「大人のワークショップ」講座予定は当日報告します。 

［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分） 

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（３分） 

［134-31-02］会報ニュースレター 電子メール版の原稿募集         橋本英樹（１分) 

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  報告      山田貢（２分) 

［134-41-02］「     」                 （ 分） 

５．見学会、その他の催し物  

［134-51-01］2015 年パネル展 第 11 回「東海の絹・文化と産業遺産」    寺沢安正（２分）

     ・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」 

                               例会幹事 天野武弘（1分） 

［134-51-03］2015/06/07「ものづくり文化再発見！ウォーキング」     柳田哲雄 （２分）         

     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 
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     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 

［134-51-04］          

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） 

［134-61-02］「」（   ） 

【参考資料】 

［134-62-01］特別公開「諸戸徳成邸」2015/5/16  桑名市文化課         （事務局） 

［134-62-02］東京産業考古学会 ニューズレター2015.3.15 No.0111             （事務局） 

［134-62-03］名古屋都市センター ニュースレター 2015.3 Vol.103              （事務局） 

［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］ 

「」 （事務局） 

［134-63-02］「」（事務局） 

７．出版広報事業 

［134-71-01］インターネット http://csih.sakura.ne.jp/ 左記です。一度ご覧下さい。 

［134-71-02］中部産業遺産研究会の本 

８．委員会、役員会、研究分科会 

［134-81-01］幹事会・役員会等                      １分（事務局） 

 2014 年度(平成 26 年度) 

・第７回幹事会2015/03/31     メール 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   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(日) 10:00-12:30 名城大学名駅サテライトディスカッションルーム

・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 会議室 総会準備 

・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 会議室 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～ 大同大学滝春校舎本館 14F 交流会室 

［134-81-03］2015 年度 第 11 回パネル展「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 名古屋都市センター13F 

 ･第３回 2015/06/14(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 
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［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、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 

・産業考古学会第 39 回（2015 年）総会・研究発表 2015/05/23(土) 東京農工大学科学博物館 

                見学会     2015/05/24(日) 東京城北・城西地区の産業遺 

                                産を歩く 

・第 135 回例会         2015/07/12(日) 13:00～ トヨタ技術記念館予定 

・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 

・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 回例会・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 2015.05.17 現在 会員数 127 名(前年＋１） 

・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）
・退会： なし

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～                                              


