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csih_web

差出人: csih@googlegroups.com は hidekih@wine.plala.or.jp の代理
送信日時: 2016年7月8日金曜日 21:45
宛先: csih@googlegroups.com
件名: [CSIH] 中部産業遺産研究会 ニュースレター 電子メール版 2016年7月8日発行
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    中部産業遺産研究会 ニュースレター 電子メール版 2016 年 7月 8 日発行 
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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/syoseki_hannpuitirann2016.3.pdf

【 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定  

【２】第 141 回研究会と第３回さんぎ大学のご案内【New】 

【３】企画展「名誉市民 本多静雄～民芸と陶磁を愛した技術者の生涯～」開催のご案内 

                    ／豊田市近代の産業とくらし発見館【New】 

【４】名古屋レールアーカイブス「第８回資料展と記念講演会」のご案内／藤井 建【再送】 

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

【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定 

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

●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) 14:30～16:50 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ 

 （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   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 

●産業考古学会 2016 年度全国大会 2016 年 11 月４～６日 兵庫県西宮市 大手前大学 

●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 

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

【２】第 141 回研究会と第３回さんぎ大学のご案内【New】 

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

「第 141 回研究会」と「第３回さんぎ大学 講話会」を中部産業遺産研究会とトヨタ産業技術記念館の 

共催により、次の通り開催いたします。 

日 時 ： 2016 年７月 24 日 日曜日 

      第 141 回研究会     13:00～14:00 
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      第３回さんぎ大学講話会 14:30～16:50 

会 場 ： トヨタ産業技術記念館 ホールＡ（名鉄栄生駅徒歩５分） 

参加費 ： 無料（第３回さんぎ大学は一般の方も参加できます） 

同じ会場にて、第 141 回研究会に引き続いて、第３回さんぎ大学講話会を開催します。 

第 141 回研究会のご案内は、後日、別途お知らせいたします。 

第３回さんぎ大学は次の内容にて開催します。 

 14:30 開会挨拶 

 14:35 講話１「煉瓦と煉瓦造建築への探訪」 

       講師 水野信太郎（当会会員・北翔大学 生涯スポーツ学部 教授） 

 15:20 質疑応答 

 15:35 講話２「織機のたて糸準備」 

       講師 小椋岳文（トヨタ産業技術記念館館員） 

 16:20 質疑応答 

詳細のご案内とチラシは 

http://www.tcmit.org/information/news/2016/07/6919

にございます。 

会員の皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

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

【３】企画展「名誉市民 本多静雄～民芸と陶磁を愛した技術者の生涯～」開催のご案内 

                    ／豊田市近代の産業とくらし発見館【New】 

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

いつも発見館をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。 

このたび当館では、平成 28 年 7月 26 日（火）～10 月 2 日（日）の期間、 

企画展「名誉市民 本多静雄 ～民芸と陶磁を愛した技術者の生涯～」 

を開催します。 

今回の企画展では、「民芸の森」（本多静雄旧邸）の一般公開を記念して、郷土の偉人本 

多静雄の生涯を紹介します。是非この期間中に、ご家族・ご友人の方々をお誘い合わせ 

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】 

１ ギャラリートーク「30 分で分かる本多静雄」 

  日 時：9月 10 日（土）  ①午前 10 時～  ②午後 1 時 30 分～ 

  内 容：当館学芸員が企画展についてギャラリートークを行います。 

２ 見学会 「本多静雄をめぐる旅」 

  日 時：9月 17 日（土）  午前９時 30 分～午後 4時 

  内 容：猿投古窯黒笹 27 号窯、さなげ古窯本多記念館（豊田市民芸館内）、 

      民芸の森など、名誉市民本多静雄ゆかりの地を巡ります。 

  定 員：抽せん 20 人（小学生以上、小学生は保護者同伴) 

  参加費：600 円（保険料含む） 

  申込み：8/20 日(土)までに往復はがき（1 枚で 2人まで）にて 

（問合せ）豊田市近代の産業とくらし発見館 

     〒471-0027 愛知県豊田市喜多町 4-45 

     電話 0565-33-0301 FAX 0565-33-0319 

     Ｅ-mail : hakken@city.toyota.aichi.jp

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

【４】名古屋レールアーカイブス「第８回資料展と記念講演会」のご案内／藤井 建【再送】 
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今年は岡崎市制 100 周年ということで、４月の家康行列に名鉄岡崎市内線の廃止花電車を 

模した張りぼて（トラックに架装）したものを走らせましたが、７月２日、３日のイベント 

会場には通常スタイルのモノ（100 周年ありがとうの文字あり）が展示されました。 

さて、ＮＰＯ法人名古屋レール・アーカイブスでは、「第８回資料展と記念講演会」を 

別添チラシのとおり、開催します。 

名古屋に来る機会がありましたら、おついでの折にでも覗いて頂ければ幸いです。 

テーマ ： 名古屋の駅の物語 ～汽車の時代から新幹線まで １３０年の歴史をたどる～ 

資料展 ： ２０１６年７月２０日（水）～７月３１日（日）（月曜休館） 

会 場 ： 名古屋都市センターまちづくり広場（金山総合駅南口 金山南ビル１１階） 

記念講演会 

テーマ ： 「名古屋の駅 いま・むかし」 

日 時 ： ２０１６年７月２３日（土） 午後２時～ 

講 師 ： 服部 重敬氏（名古屋レールアーカイブス理事・都市交通研究家） 

主 催 ： NPO 法人名古屋レール・アーカイブス 

後 援 ： 名古屋市教育委員会 

--  

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

■■■■■■■■■■■ 

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。 


