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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】全国近代化遺産活用連絡協議会 鉄道遺産部会 2015 愛知研修会 開催のお知らせ 

                              ／山田 貢【New】 

【３】第 136 回定例研究会・見学会に参加お申し込みの皆様へ 

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第３３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 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 

●第 138 回例会     2016/1/24(日) 13:00～ （会場未定） 

●シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 34 回  2016/2/21(日)13:00～ 

 テーマ：稼働遺産の活用 

●第 139 回例会     2016/3/20(日) 13:00～ （会場未定） 

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

【２】全国近代化遺産活用連絡協議会 鉄道遺産部会 2015 愛知研修会 開催のお知らせ 

                              ／山田 貢【New】 

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

昨年度の全国近代化遺産活用連絡協議会において鉄道遺産部会が結成されました。 

その鉄道遺産部会の最初の研修会が愛知県春日井市（愛岐トンネル群の所在地）で 

下記の通り開催されることになりました。 

日時 １１月６日（金）１１時～ 

会場 愛知県春日井市勝川町７－３７ ネクシティパレッタ２階 

詳細は、添付の開催案内をご覧ください。 
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参加を希望される方は、添付のチラシの申込書に直接申し込みするか、 

必要事項を山田まで返信してください。 

この件に関するお問い合わせ・申込は、山田貢まで 

＜ yamada3a1415926535@ca2.so-net.ne.jp ＞ 

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

【３】第 136 回定例研究会・見学会に参加お申し込みの皆様へ 

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

第 136 回定例研究会・見学会は今のところ予定通り開催致します。 

【ご注意】 

１）参加のお申し込みが必要ですのでご注意下さい。 

２）お申し込みは７月 12 日までにお願いいたします（申込先は下記をご参照下さい） 

２）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。 

開催日時：２０１５年９月２７日（日曜日）１０時集合～１５時頃解散 雨天決行 

集合場所：近鉄長島駅（南側が出口） １０時 

参加費：５００円（入館料、自家用車提供者へ謝礼）当日受付の時 

［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） 

急にご都合が悪くなったかたなど、事務局の大橋先生までご連絡下さい。 

事務局大橋まで Ｅ－mail ：ohashi05@ai.wakwak.com

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

【４】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第３３回／杉本漢三【New】 

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

             ハップルの法則 

 シカゴ大学を卒業し、オックスフォード大学の留学を終えたＥ･P･パウエル(1889～1953)は、 

法律事務所を開くが、翌年に閉鎖してシカゴ大学のヤーキス天文台に入った。1924 年に 

アンドロメダ星雲は銀河系に存在しないことを発見した。そして 1929 年に「遠くにある銀河ほど、 

大きい速度で遠ざかっている。つまり、宇宙は膨張している」という大発見をした。 

 そして宇宙がどんどん膨張していることを証明する『ハップルの公式』を発表した。 

      Ｖ＝ｋ･ｒ 

   但し、ｖ；後退速度(km2/s)、ｒ；距離(億光年)、ｋ；ハップル定数(3070km2/s/億光年) 

ハップルは、銀河から届く光の中の水素のスペクトルの波長を調べ、実験室で同じ水素の出す光と 

比較して、それが波長の長い赤方にズレていくこと(赤方変移)を突き止めた。 

これはドップラー効果に他ならない。 

--  

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

■■■■■■■■■■■ 

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。 



3

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。 



   全国近代化遺産活⽤連絡協議会 鉄道遺産部会 2015 愛知研修⼤会 

兼 東海・北陸ブロック研修会 開催のご案内 
１.日 程：平成 27 年 11 月 6 日（金） 午前 11 時～午後 5 時 
２.会 場：研修会＝勝川パレッタ会議室（愛知県春日井市勝川町 7-37     

ネクシティパレッタ２FＪＲ中央線勝川駅より徒歩１分 
ＪＲ名古屋駅～勝川駅間 快速 約１５分） 

     視察地＝旧国鉄中央線廃線跡・愛岐トンネル群                         
３.内 容：受付開始 １０：３０～ 

①基調報告１１：００～１２：００ 国立東京文化財研究所 近代化文化遺産研究室長 中山 俊介 
        《 昼休憩 12：00～12:50 》 

②事例報告１３：００～１４：００ 岐阜県 飛騨市旧神岡鉄道 レールマウンテンバイク       

                                     三重県 北勢線の魅力を探る会 
③現場視察・愛岐トンネル群 （JR 定光寺駅へ移動、ＪＲ中央線勝川駅～定光寺駅間 約１５分） 

          １４：４５～１６：３０ ※廃線敷の旧本線のみを視察。 
現地解散 （ＪＲ定光寺駅発名古屋方面行き 16：47 分発 又は 17：17 分発を予定） 

４.参加料：無料  
  ５.情報交換会： ＪＲ勝川駅前 １８：００～   参加料＝5,000 円(予定) 

６．【オプション見学会】 11 月 7 日（土）9：00～12：00（当日参加の方はＪＲ定光寺駅にて合流） 
ＪＲ勝川駅 8：50 分発―定光寺駅 9：04 分着  

    愛岐トンネル群＝脇道（玉野古道）、暗渠トンネルなど普段は見られない部分を徹底解説後、移動。 
    陶の里・多治見市市之倉、元美濃陶芸協会会長・幸兵衛窯（七代加藤幸兵衛先生と面談） 

市之倉さかづき美術館見学後、ＪＲ古虎渓駅で解散。           
  ７．問い合わせ・申し込み先（10/23（金）までに FAX 又はメールでお申込みください） 

NPO 法人愛岐トンネル群保存再生委員会  
担当 村上 ℡090-4860-4664 Fax0568-87-6588   mail muramasa@mc.ccnw.ne.jp 

  【宿泊のご案内】（各自、ホテルへ直接お申込み下さい）   
●勝川プラザホテル（勝川駅前）料金 1 人 7,000 円前後●春日井中央ホテル（春日井駅前）同 6,000 円前後 

     他、ネットホテル案内で予約ください。（当日は全国スポーツ大会が開催され混雑が予想されます。） 
主催   全国近代化遺産活用連絡協議会・同東海北陸ブロック 
後援   文化庁・愛知県教育委員会・春日井市・春日井市教育委員会 
協力   春日井市観光コンベンション協会・ＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員会 
-------------------------------------------------------------- キリトリ--------------------------------------------------------------------- 

全近協・鉄道遺産部会「2015 愛知研修⼤会」 兼 東海北陸ブロック研修会  参加申込書 

 
所属 電話 

住所 ＦＡＸ 

代表者 氏名 代表者メール 

内  容 参加(○又は×） 参加者氏名 

研修会   

視察会   

情報交換会   

オプション見学会 
１１月７日（土） 

  


