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添付ファイルのレジュメが差し替えになりましたので、再送を致します。

【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【添付ファイルあり】

【３】中部産遺研事務局からのお願い／事務局長

大橋公雄

【４】中部産業遺産研究会 2016 年度年会費納入のお願い【再送】
【５】本年度の定例見学会のご案内【再送】
【６】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点

第５０回（最終回）／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 24 回(2016 年度)総会・第 140 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
●第 141 回例会

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【添付ファイルあり】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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

当日の内容は、本メールにＰＤＦファイルを添付いたしましたので、ご参照下さい。
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】中部産遺研事務局からのお願い／事務局長 大橋公雄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会員の皆様におかれまして、ここ１〜２年の間に住所、電話番号、電子メールアドレス等が
変更となった方は、事務局まで電子メールにてご連絡下さい。
現在、名簿の内容の確認と修正を行っており、修正後の名簿は７月に開催の研究会にて会員
の皆様に配布いたします。
連絡先：事務局 大橋公雄
ohashi05@ai.wakwak.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】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。
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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

その他詳細については見学会までにご案内致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【６】大人の算数・理科シリーズ：モノづくりの原点 第５０回（最終回）／杉本漢三【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
戦闘機搭乗員が着る『Ｇスーツ』
自動車は、たとえ高性能のレースカーでも、1G 以上の加速度は出ませんが、航空機となると
急降下時など 7G 近くは出てしまう。このような大きな G がかかった場合、ドライバーが貧血状態
になって意識を失わないように着用するのが｢G スーツ｣です。
G がかかると血液が下に下がっていくので、下に行かせないように筋力で頑張らせる必要が
あります。着衣そのものが一種の風船になっていて、空気を入れて膨らませて、大腿部、ふくら
はぎ、下腹部などを圧迫させて、血液が下がりにくくするのです。だからドライバーは、筋力が
落ちると耐 G 性がなくなってしまうので、毎日筋力をつけるトレーニングに励んでいるのです。
さらに基地内で処方された薬以外は飲んではならないのです。太平洋戦争中、日本のゼロ戦など
の戦闘機は、急降下制限速度が小さく、G スーツなど不要でしたが、米 P-51 戦闘機などは、
G スーツを着て挑んできたものですから、日本軍は完敗でした。

杉本漢三先生のエッセイは第５０回となる今回をもって最終回となります。
どうもありがとうございました。また、これまで、どうもごくろうさまでした。
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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。
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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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中部産遺研第２４回総会・第１４０定例研究会

2016/05/29

於：大同大学 滝春校舎本館 14 階 交流会室 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 （ 小 林 恵 助 ）、 記 録 （ 岩 井 章 真 ）
13:00
第２４回

総会

会長挨拶 永田

宏

議長選出（※会長）
１．2015 年度(平成 27 年度)事業報告

（大橋公雄）

２．2015 年度(平成 27 年度)決算報告

（朝井佐智子）

研究会会計

特別会計（田中基金）
・シンポジウム会計・書籍会計

３．2015 年度(平成 27 年度)会計監査報告

（植田泰司）

研究会会計・ 特別会計（田中基金）・シンポジウム会計・書籍会計
４．規約等一部改正（案）

(大橋公雄)

５．2016～2017 年度役員・分掌組織、役員及び分掌幹事（案）
６．2016 年度(平成 28 年度)事業計画（案）

（大橋公雄）

７．2016 年度(平成 28 年度)予算（案）

（朝井佐智子）

(大橋公雄)

８．その他
14:00
休 憩

（ 10 分 ）

14:10
記念講演
「日本の電気事業の変遷と産業遺産」

寺澤安正

（80 分）
質疑 10 分

15:40
休憩

（ 10 分 ）

15:50
第 140 回

定例研究会

司 会 （ 小 林 恵 助 ）、 記 録 （ 岩 井 章 真 ）
新会員紹介
１．研究報告、調査報告
［140-11-01］「中国・大連 天の川発電所専用線跡とその保存活用」

大島一朗

（20 分）

質疑 10 分

1

［140-11-02］「「産業遺産の価値評価をめぐって」

（20 分）

天野武弘

質疑 10 分

16:50
２．その他の諸報告、保存問題など
［140-21-01］「データーベース研究会」報告

天野武弘（５分）

［140-21-02］
３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)
［140-31-01］研究誌『産業遺産研究第 23 号』について

浅野伸一（３分）

［140-31-02］会報ニュースレター

橋本英樹（１分)

電子メール版の原稿募集

４．シンポジウム
［140-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 35 回

山田貢（３分)

［140-41-02］2016 年度パネル展と講演会「東海の綿織物・毛織物と産業遺産」
藤田秀紀（３分）
・第 12 回 2016 年度パネル展

11 月 22 日（火）～12 月 4 日（日）

・パネル展講演会 2016/11/27(日) 13:00～ 名古屋市都市センター
［140-41-03］
５．見学会、その他の催し物
［140-51-01］定例見学会「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」

水野信太郎・野口英一朗 (５分)

日時：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）
運賃：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

行程：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)
帰り電車：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)
：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)
［140-51-04］
「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申し出のお願い」
企画幹事（1 分）
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［140-51-05］2016/07/24「第３回さんぎ大学：煉瓦と煉瓦造建築への探訪 水野信太郎」
トヨタ産業技術記念館

天野武弘(１分)

［140-51-06］第 16 回「ものづくり文化再発見!ウォーキング 名古屋西部コース」 柳田哲雄（1 分）
日時 平成 28 年 06 月 04 日（土）集合 8:30 スタート 9:00 六反公園（中村区名駅南４）・LIXIL
ショウルーム・松重閘門・黒塀の小径・向野橋･黄金陸橋北の転車台・ファイバークラフト工房・
旧稲本・旧松岡旅館・わらび工房･中京食品・トヨタ産業技術記念館（ゴール）約 10Km
柳田さんは、
「黒塀の小径」を担当します。
６．文献紹介、資料紹介 （

）内は紹介者

【参考文献】
［140-61-01］技術・職業教育学者

佐々木享先生追悼集 人間いたるところ青山あり

追悼集 編集委員会編 大空社 4600 円+税

（事務局）

［140-61-02］
『産業考古学研究』2016 年第３号 東京産業考古学会

（事務局）

［140-61-03］
「ニュズレター」2016.5.15 No.0118

（事務局）

東京産業考古学会

［140-61-04］
【参考資料】
［140-62-01］産業考古学会創立 40 周年記念「近代化遺産」シリーズ講演会を岡山市で開催
第１回 2016/07/16（土）岡山県図書館多目的ホール、長崎・出島整備事業と景観の復元
櫻田美津氏
第２回 2016/09/03（土）岡山県図書館多目的ホール、醸造業の産業景観ー微生物との共生・ヒ
トとの共生

中山嘉彦氏

第３回 2016/11/12（土）岡山県図書館多目的ホール、日本とヨーロッパの歴史的造船景観に見
る技術文化

若村国夫氏

第４回 2017/01/14（土）岡山県図書館多目的ホール、鉱業と産業景観 清水憲一氏
第５回 2017/03/11（土）岡山県図書館多目的ホール、基調講演

日本の近代水道遺産

岡田昌

彰氏、シンポジウム/近代化遺産とその景観
［140-62-02］産業考古学会創立 40 周年企画「スウェーデンの鉄の産業遺産を巡る旅」
2017/08/10-23（予定）
、予算 35 万～45 万円、参加申し込み締め切り 2016/11 全国大会まで
［140-62-03］
【その他の資料】
［140-63-01］
「地方史情報」128(2016.3)､図書目録(2016) 岩田書院 （事務局）
［140-63-02］
７．出版広報事業
［140-71-01］インターネット

http://csih.sakura.ne.jp/

左記です。一度ご覧下さい。

［140-71-02］中部産業遺産研究会の本
８．委員会、役員会、研究分科会
［140-81-01］幹事会・役員会等

（事務局）
3

2015 年度(平成 27 年度)
・第３回幹事会・役員会合同会議 2016/04/29（金・祝）10:00-16:00
名古屋市市政資料館第５集会室、総会準備
・監査

2016/04/03 （日）13:00～16:30

東生涯学習センター 和室

2016 年度(平成 28 年度)
・第１回幹事会 2016/05/24（メール）総会・定例研究会のレジメ、会員の移動、会員名簿
［140-81-02］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 35 回 実行委員会
・第１回 2016/03/20(日) 10:00～ 緑生涯学習センター 会議室
・第 2 回 2016/05/29(日)10:00～

大同大学 滝春校舎本館 14 階 交流会室

［140-81-04］第 12 回 2016 年度パネル展「東海の綿織物・毛織物と産業遺産」(仮)勉強会
・第２回 2016/04/10(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F
・第３回 2016/06/12(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F
・第４回 2016/08/07(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F
・第５回 2016/10/09(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F
・第６回 2016/11/06(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13

パネル最終確認

［140-81-05］研究誌『産業遺産研究第 23 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．事務局関係
［140-91-01］会員名簿を７月例会で配布します。掲載事項の変更などあれば事務局大橋へ６月中旬
迄に連絡ください。

（事務局）

［140-91-02］研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他
・第 24 回(2016 年度)総会・第 140 回例会

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

・第 141 回例会

2016/07/24(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： 同上
・第 142 回例会/見学会

14:10～16:50

同上

2016/09/25(日) 13:00～ 新美南吉生家、半田赤レンガ建物（旧カブト
ビール工場）、旧中埜家住宅を見学

・産業考古学会 2016 年度全国大会
・第 143 回例会/パネル展講演会

2016/11/4-6 兵庫県西宮市 大手前大学
2016/11/27(日) 13:00～17:00 名古屋市都市センター

・第 144 回例会 2017/01/29(日) 13:00～17:00 会場 未定
［140-91-02］会員異動（

）内は入会・退会の日 2016.05.24 現在会員数 128 名（前年度＋2）

・入会：大島一朗（2016/05/24）神戸市、興味関心：鉄道、建築物、橋梁、中国東北地方の産業遺
産。
17:00 終了
懇親会 希望者
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