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【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
【中部産業遺産研究会の書籍のご案内 〜リストと一部の価格を更新しました〜】
http://csih.sakura.ne.jp/syoseki/syoseki̲hannpuitirann2016.3.pdf

【 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定
【２】「故佐々木享先生を偲ぶ会」ご案内のご案内【New】
【３】中部産業遺産研究会 2016 年度年会費納入のお願い／会計担当

朝井佐智子【New】

【４】本年度の定例見学会のご案内【New】
【５】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点

第４５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 40 回産業考古学会総会 2016 年５月 21 日〜22 日 横浜みなと博物館日本丸練習センター
●第 24 回(2016 年度)総会・第 140 回例会

●第 141 回例会

2016/05/29(日) 13:00〜
大同大学滝春校舎本館 14 階交流会室

2016/7/24（日) 13:00〜14:00 トヨタ産業技術記念館

ホールＡ

●第３回さんぎ大学 2016/7/24（日) 14:10〜16:50 トヨタ産業技術記念館
（第 141 回例会に引き続いて同じ会場にて開催します）
●第 142 回例会/見学会

ホールＡ

2016/09/25(日) 13:00〜 新美南吉生家・半田赤煉瓦建物
（旧カブトビール工場）
・旧中埜家住宅

●第 143 回例会/パネル展講演会

2016/11/27(日) 13:00〜 名古屋市都市センター（予定）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】「故佐々木享先生を偲ぶ会」ご案内のご案内【New】
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「故佐々木享先生を偲ぶ会」ご案内を夏期の通り開催致します。
日 時 ： 2016 年 5 月 14 日（土）午後 4 時〜7 時
場 所 ： 名古屋大学 生協食堂（教育学部玄関前）
費 用 ： 参加費 6000 円、追悼集希望の方は＋4000 円（当日支払で可）
申込み締切：4 月 10 日（事前申込み制、追悼集もこの日までに申込みください）
主 催 ： 「故佐々木享先生を偲ぶ会」世話人会
申込み、問い合わせ先：名古屋大学教育学部横山悦生先生へメールで
追悼集のみをご希望の方も横山悦生先生までメールでおしらせ下さい。
E-mail： n47131a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp
＊申し込まれた方には後日詳細案内があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】中部産業遺産研究会 2016 年度年会費納入のお願い／会計担当 朝井佐智子【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２０１６年度年会費ご入金のお願い
拝啓 桜が満開の季節となりました。会員様におかれましては益々ご清祥のことと
お慶び申し上げます。
平素は、当会の活動に格別のご尽力とご支援を賜り、深く感謝しております。
さて、２０１６年度年会費を請求させていただきます。何かとご多用中とは存じますが、
よろしくお願いいたします。
なお、このメールは全ての方にお送りしておりますので、既に本年度分を支払い済みの
方は、何とぞご容赦の程お願いいたします。
敬具
記
１．金額
４，０００円
２．振込口座
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(あさい)佐智子(さちこ)
＊振込手数料は会員様のご負担でお願いいたします。
領収書は振込票にて代替させていただきます。
３．問合窓口
会計担当 朝井佐智子
携帯電話 ０９０−３２５５−７３３７
Mail アドレス chusanken@yahoo.co.jp
以上
（印刷用として、このメールの添付ファイルをご利用下さい）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】本年度の定例見学会のご案内【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度の定例見学会（第 142 回例会／見学会）を次の通り開催致します。
見学先

：

新美南吉生家、半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）、旧中埜家住宅

日

：

平成 28 年 9 月 25 日（日）午後 12 時 45 分より（荒天中止）

集合場所

：

名鉄河和線「半田口」駅（阿久比駅で特急から普通に乗り換えが便利）

運

：

名鉄名古屋〜半田口片道(600 円)

：

内海行き特急(一部指定)〜名鉄名古屋(12 時 11 分発)〜金山(12 時 15 分発)〜
神宮前(12 時 18 分発)〜阿久比(12 時 36 分着)〜河和行き普通へ乗り換え〜
阿久比(12 時 38 分発)〜半田口(12 時 42 分着)
半田口は普通のみ停車で、次が 13 時 12 分

時

賃

行き電車

2

行

程

帰り電車

：

12:45 半田口駅〜徒歩(15 分程)〜13:00 矢勝川と彼岸花(20 分程)〜徒歩(10 分程)〜
13:30 新美南吉生家(30 分程)〜徒歩(20 分程)〜14:20 軽食と半田赤レンガ建物
（旧カブトビール工場）(90 分程)〜徒歩(10 分程)〜16:00 旧中埜家住宅(60 分程)〜
徒歩(5 分程)〜17:10 知多半田駅(解散)〜懇親会 18:00 頃より予定(神宮前・金山)

：

佐屋行き特急(一部指定)〜知多半田(17 時 13 分発)〜名鉄名古屋(17 時 44 分着)
または新鵜沼行き急行〜知多半田(17 時 23 分発)〜名鉄名古屋(17 時 58 分着)

その他詳細については見学会までにご案内致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第４５回／杉本漢三【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
熱死するエンジン −熱力学第０法則−
カルノーの熱機関理論によると、エントロピーの小さい高温の熱源から、エントロピーの
大きい低温の熱源へと熱が流れることによって仕事がなされるという。そしてその仕事の
効率は、二つの熱源の温度差が大きいほど大きくなると言うものである。燃焼温度と排気
温度の差が大きいディーゼルエンジン車がガソリン車より燃費がよいのもこのためである。
もし、熱源の温度差が無くなれば効率は０となって熱機関は作業を停止する。このような
状態を｢熱平衡｣と呼び、熱力学はここを出発点として状態量である温度を定義している。
熱移動が無くなった状態は、これ以上エントロピーが増えない状態と考えられ、熱機関が
停止するようにエントロピーの流れが無くなることを｢熱死｣と言っている。生命の｢代謝｣
にはエネルギーと物質の流れ、すなわちエントロピーの流れがともなっている。普通の人
間は、一日に 600cc ほどの汗をかいてその蒸発によって熱を体外に放出しているが、この
エントロピーが体内に溜まると、感染症などの病気で発熱を引き起こしてしまう。日射病
もその典型的な例であり、放置すれば死に至ることもあるので水分を十分に取って発汗さ
せ、エントロピーの排出を促すことである。

3

2016(平成 28)年 4 月 5 日
会員各位
中部産業遺産研究会
会計担当 朝井 佐智子
２０１６年度年会費ご入金のお願い
拝啓 桜が満開の季節となりました。会員様におかれましては益々ご清祥の
こととお慶び申し上げます。
平素は、当会の活動に格別のご尽力とご支援を賜り、深く感謝しております。
さて、２０１６年度年会費を請求させていただきます。何かとご多用中とは
存じますが、よろしくお願いいたします。
なお、このメールは全ての方にお送りしておりますので、既に本年度分を支
払い済みの方は、何とぞご容赦の程お願いいたします。
敬具
記
１．
２．

金額
振込口座

４，０００円
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

３．

問合窓口

会計係

あさい さ

ち

こ

朝井佐智子

＊振込手数料は会員様のご負担でお願いいたします。
領収書は振込票にて代替させていただきます。
会計担当 朝井佐智子
携帯電話 ０９０－３２５５－７３３７
Mail ｱﾄﾞﾚｽ chusanken@yahoo.co.jp
以上

