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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】発見館企画展「とよたの百年企業」開催のご案内／豊田市近代の産業とくらし発見館【New】
【３】平成 27 年度

第 11 回パネル展と講演会（公開定例研究会）のご案内【再送】

【４】トヨタ産業技術記念館特別展「レンズの向こうは 100 年前」のご案内【再送】
【５】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点

第３８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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●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 138 回例会
2016/1/24(日) 13:00〜 名城大学名駅サテライト
●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】発見館企画展「とよたの百年企業」開催のご案内／豊田市近代の産業とくらし発見館【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたび当館では、12 月 8 日（火）〜平成 28 年 2 月 28 日（日）の期間、発見館企画展
「とよたの百年企業」を開催します。
今回の企画展では、豊田市に約百年の長きにわたって続いた企業・商店の歴史について、
古写真や大福帳などの貴重な資料とともに紹介します。
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
ご案内申し上げます。
【行事のご案内】

詳細は発見館ＨＰをご覧ください。
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１．ギャラリートークと重錘式時計の実演
日 時：平成 28 年 1 月 9 日（土） 午前 10 時〜（40 分程度）
内 容：ギャラリートークの後、重錘式時計の実演を見学。
２．企画展講座「オリジナルスタンプでエコバッグ」
日 時：平成 28 年 2 月 13 日（土）
、14 日（日）午後 1 時〜3 時 30 分
内 容：自分で作ったスタンプを押して、オリジナルエコバッグを作る。
※申込が必要です。ＨＰをご覧ください。
３．自由散策 「冬のぶらコロモ〜運気アップ編〜」まちなか百年企業入り
日 時：平成 28 年 1 月 5 日（火）〜3 月 31 日（木） 午前９時〜午後 4 時
内 容：地図を片手に旧跡等を散策（ガイドはつきません、粗品進呈）
４．冬のものづくり体験
①えと絵馬 （12 月 1 日〜先着 100 個、参加費 400 円）
②お面作り （12 月 19 日〜先着 30 個、参加費 200 円）
③昔の遊び体験「目指せ！けん玉名人」
日 時：平成 28 年 1 月 30 日（土） 午前 10 時〜11 時 30 分
内 容：とよたけん玉愛好会の指導により「けん玉」を体験
※申込が必要です。ＨＰをご覧ください。
（問合せ）豊田市近代の産業とくらし発見館
（ＵＲＬ）http://www.toyota-hakken.com/

電話 0565-33-0301

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】平成 27 年度 第 11 回パネル展と講演会（公開定例研究会）のご案内【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015 年 11 月 17 日火曜日〜29 日日曜日まで、名古屋都市センター11 階まちづくり広場にて、
平成 27 年度パネル展（第 11 回）を開催しています。
今回のテーマは、
「東海の絹・文化と産業遺産」です。
詳細は、中部産業遺産研究会のホームページに掲載していますので、次のリンクをご参照下さい。
チラシ等もダウンロード可能です。
http://csih.sakura.ne.jp/panerutenn.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】トヨタ産業技術記念館特別展「レンズの向こうは 100 年前」のご案内【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
トヨタ産業技術記念館では、特別展「レンズの向こうは 100 年前」を現在開催しています。
開催期間は、2015 年 10 月 10 日（土）〜11 月 20 日（日）です。
開催は特別展示室にて開催しています。
開催期間中は、1 日に 3 回、
「甦るレンズからくり」として 150 年前のカメラでの試し撮り、
100 年前の幻灯器での映写が開催されます。
トヨタ産業技術記念館の常設展の入場券でご覧頂くことができます。
詳細は、
http://www.tcmit.org/information/news/2015/09/3216
をご参照ください。
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【５】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第３８回／杉本漢三【New】
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比熱
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1 グラムの物質の温度を 1 度だけ上げるのに必要な熱量をその物質の｢比熱｣という。
また、1 グラムでなく、物体の温度を 1 度だけ上げるに必要な熱量のことを｢熱容量｣と
いっている。
そこで熱量の単位として、カロリー(cal)が使われるが、大雑把にいって 1 グラムの
水の温度を１℃だけ上げるに必要な熱量のことである。ところが熱は、エネルギーの
ひとつの形態であり、エネルギーの単位 ジュール(J) で表すことが出来る。
カロリーの単位が水の比熱が１になるように決めたものだが、水の比熱そのものは一定では
なく、現在では、4．1868Ｊを 1 カロリーと定義しているに過ぎない。温度によって水の
比熱(J/gK at 1 気圧)は次のように異なる。
4.2174/0℃、 4.1816/20℃、 4.1783/40℃、 4.1841/60℃、 4.1961/80℃
水以外の物質の比熱は、0〜20℃において、鉄＝0.44、アルミにウム＝0.88、
ポリスチレン=1.34 などであるが、空気は 0.242 と低く、熱伝導率λが水の 1／24 だから、
空冷エンジンがいかに冷却性能で設計者が苦労するかが理解できよう。世界の原子力発電所
の非常発電用エンジンは、空冷ディーゼルエンジンまたはガスタービンの時代だが、
日本の現状は、これに乗り遅れているようだ。
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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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