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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】
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】中部産業遺産研究会

第 24 回総会・第 140 回定例研究会のご案内【再送】

【３】愛知こどもの国「こども汽車」のＢ１２蒸気機関車のボイラ修繕のための
クラウドファンディングについて／藤井 建【New】
【４】「諸戸徳成邸」
（桑名市）が取り壊しの危機、特別公開／桑名市役所【New】
【５】中部産業遺産研究会 2016 年度年会費納入のお願い【再送】
【６】本年度の定例見学会のご案内【再送】
【７】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点

第４９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
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●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】中部産業遺産研究会 第 24 回総会・第 140 回定例研究会のご案内【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中部産業遺産研究会 第 24 回総会・第 140 回定例研究会を次の通り開催致します。
日
会
交

時
場
通

：
：
：

2016 年５月 29 日 日曜日 13:00〜17:00
大同大学滝春校舎本館（Ａ棟）14 階交流室
名鉄常滑線 大同町駅下車 徒歩５分

できるだけ多くの会員の皆様にご参加頂けますようお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】愛知こどもの国「こども汽車」のＢ１２蒸気機関車のボイラ修繕のための
クラウドファンディングについて／藤井 建【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知こどもの国（愛知県西尾市）の「こども汽車」のＢ１２蒸気機関車のボイラー修繕のための
クラウドファンディングが実施されています。
この公園の２両（Ｂ１１・Ｂ１２）の機関車は、昭和４９（１９７４）年の登場時は、戦後最新の
蒸気機関車として注目を集め、鉄道ファンの訪問も多々ありました。
しかし、現在は、
「こども汽車」というネーミングも災いし、また、一時、閉園の動きもあって、
ファンのみならず一般の来園数も減少してきています。
また、前述のように、Ｂ１２が動かなくなっています。この修理を公園を管理するＮＰＯ自ら
実施するのには少々違和感を持たれるかもしれませんが、担当者は一生懸命ですので、応援
したいと思います。
ご興味のある方、ご協力頂ける方は次のホームページに一度アクセスして下さい。
https://readyfor.jp/projects/frontier240
愛知こどもの国のホームページはこちら。
http://www.kodomo-aichi.jp/
よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】「諸戸徳成邸」
（桑名市）が取り壊しの危機、特別公開／桑名市役所【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三重県の桑名市役所 市長公室 ブランド推進課 ブランド推進係の水谷芳春様より、
下記の内容で中部産遺研事務局にお知らせを頂きましたので、皆様にご案内いたします。
皆様の周囲の方でご興味をお持ち頂けそうな方にお知らせ頂けましたらと思います。
「諸戸徳成邸」は 7700 平米の敷地と 9 棟の建物と庭園で構成されています。文化庁や専門家や
(日本 ICOMOS)からも価値があるとして保存を目指してきましたが、桑名市が平成 28 年 2 月に
土地取得を断念してから、非常につらい状況にあります。
ほとんどの市民の方は、そんな状況になっていることすら知らない、
「諸戸徳成邸」って何？
という状況であります。
そんなことから、市民団体が所有者の理解をえながら、取り壊されるその時まで周知していきたい
と考えています。
そこで、市民団体による２０１６春 特別公開「諸戸徳成邸」と門前マルシェが 5 月 28 日・29 日
に開催されます。
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市に広報にも掲載されませんでしたので、告知に非常に困っています。
つきまししては、市内、市外に関わらずたくさんの方に状況をご覧いただきたいので、添付の
チラシをたくさんの方に広めていだけないでしょうか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】中部産業遺産研究会 2016 年度年会費納入のお願い【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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（2015 年度分の会費未納の方は８，０００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。
＊三菱東京ＵＦＪ銀行のインターネットバンキングが可能な方は、
ここから振り込むことで振込手数料が無料になります。

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【６】本年度の定例見学会のご案内【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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)

行き電車

：

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

行

：

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)

時

賃

程

帰り電車
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その他詳細については見学会までにご案内致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【７】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第４９回／杉本漢三【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ゲノム
DNA、遺伝子は日常的に使われている言葉ですが｢ゲノム｣というのは馴染みが薄いよう
です。
人種によっては肌の色、目の色など様々ですが、この違いを作り出しているのが｢ゲノム｣
なのです。ヒトとイヌの違いを作り出しているのも｢ゲノム｣であり、遺伝情報の全てを
さしています。体を作り、生き延びて子孫を残し、死に至るまでのプログラムです。
体作りの設計図である｢ゲノム｣は、受精卵の中にあり、細胞が分裂するたびにそっくり
コピーされて、全ての細胞が同じ情報を持ちます。ヒトでは、核の中に 23 対の染色体が
納まっていて、これは DNA がたんぱく質に撒きついたものです。二重螺旋の構造をした
DNA は 4 種類の塩基であり、文字に例えれば 3 文字分で 1 個のアミノ酸を作る暗号に
なっているのです。アミノ酸はたくさん連なって、たんぱく質になります。そして DNA の
内、たんぱく質を作る指令を出す部分を｢遺伝子｣というのです。この暗号を解読しようと
国際プロジェクト「ヒトゲノム解析計画」が 1990 年から始まりましたが、予定より早く
2003 年には終了しました。
この｢ゲノム研究｣は、医学も変えました。ゲノム解析が進み、塩基配列のわずかな
個人差から、それを把握して最適な薬や副作用の出方の違いをから｢個別化医療｣をさらに
精密化している現代です。
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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。
https://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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○と こ ろ

諸戸徳成邸（三重県桑名市東方 1524 番地）

○内

市内に所在する諸戸氏庭園（初代諸戸清六の邸宅）六華苑（二代諸戸清六の本邸）に次ぐ諸戸家第三の庭園

容

が特別公開。山林王と呼ばれた二代諸戸清六の別邸として大正末から昭和初期にかけて造られた諸戸徳成邸の
山荘風庭園と・茶庭と建造物（一部）を特別ご覧いただけます。
※当日は、諸戸氏庭園の季節開園（有料）を行っておりますので、一度に諸戸三庭園を見学できるまたとない
チャンスとなっております。
※

邸内での自由行動はできません。写真撮影は庭園と建物外観のみで建物内は不可とさせていただきます。

○見学時間

○見 学 料

平成 28 年 5 月 28 日（土）

平成 28 年 5 月 29 日（日）

①

午前 10 時～午前 12 時

①

午前 10 時～午前 12 時

②

午後

②

午後

無料

1 時～午後

3時

1 時～午後

3時

※原則として申込制となっておりますため、（当日申し込みも可能）

上記日時を下記連絡先までご連絡ください。
※諸戸徳成邸周辺には駐車場はございませんので、共交通機関をご利用ください。
ＪＲ・近鉄桑名駅西口から現地まで徒歩約 10 分
お車でお越しの場合は、桑名市役所南側（桑名市中央町二丁目３７番）の立体駐車場（有料）をご利用下さい。
現地までは徒歩約 10 分
○申込先・問い合わせ先

〒５１１－０８５４
電話

桑名市蓮花寺８２５－２０

０８０－５１３０－６２２８（集山）

諸戸徳成邸を考える会

代表

集山一廣

諸戸徳成邸同時開催イベント

位

置

図

◎
諸戸徳成邸

跨線橋を渡る

南立体駐車(有料)

