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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 11 月 23 日発行

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【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】飯田喜四郎先生の講演会のご案内【New】
【３】2016 年度

第 12 回パネル展と公開定例研究会のご案内【再送】

【４】トヨタ産業技術記念館

企画展のご案内【再送】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●第 1６回パネル展
2016/11/22〜12 月 4 日 名古屋市都市センター
●第 143 回例会/パネル展講演会
●第 144 回例会

2016/11/27(日) 13:00〜 名古屋市都市センター

2017 年 1 月 29 日（日）

●第 145 回例会/見学会

13:00〜17:00

豊田市近代の産業とくらし発見館

2017 年 3 月 26 日（日）新美南吉ゆかりの安城市内の産業遺産見学（予定）

●産業考古学会 2017 年度秋期全国大会（名古屋開催・中部産業遺産研究会共催）
プレ見学会
2017 年 10 月 27 日（金）午後（見学先等の詳細は決まり次第お知らせします）
全国大会
2017 年 10 月 28 日（土）トヨタ産業技術記念館
見学会
2017 年 10 月 29 日（日）終日（見学先等の詳細は決まり次第お知らせします）
（詳細は 11 月 27 日の公開定例研究会の際に大橋事務局長からご報告いたします。
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】2016 年度 第 12 回パネル展と公開定例研究会のご案内【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 22 日火曜日〜12 月 4 日日曜日の間、名古屋都市センターにおいて第 12 回パネル展が開催
されます。
また、会期中の 11 月 27 日、講演会と定例研究会が名古屋都市センターにおいて開催されます。
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パネル展と後悔定例研究会の詳細は、
http://csih.sakura.ne.jp/panerutenn.html
にございますので、こちらもご参照下さい。
【講演会と定例研究会】
◆ 日 時：平成 28 年 11 月 27 日（日）午後１時〜５時（受付開始 12 時半）
◆ 会 場：名古屋都市センター（上記参照） 11 階ホール
◆ 聴講料：無料
◆ 定 員：120 名（先着順・定員を超えた場合、聴講をお断りする場合がござます。
）
◆プログラム
第１部 講演会 午後１時〜４時 20 分
基調講演「東海の紡織技術史とその遺産」
講師 石田 正治（会員）
特別講演「片岡春吉と尾西毛織物史」
講師 浅井 厚視（津島市立南小学校長）
報告「棉から綿糸まで」
（実演）
講師 野村 千春（会員）
報告「製糸のあけぼの−綿打ち・諏訪小倉織の姿をもとめて−」
講師 林 久美子（会員）
報告「繊維産業の繁栄を偲ばせる産業遺産
講師 岩井 章真（会員）

一宮市の鋸屋根工場群」

第２部 中部産業遺産研究会 公開定例研究会 午後４時 20 分〜５時
報告「産業遺産の見方・調べ方：近世・近代の古文書の読み方」水野 信太郎（会員）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】豊田市近代の産業とくらし発見館から企画展のご案内【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企画展「枝下用水１３０年史 〜偉なる哉疏水業〜」開催のご案内
このたび豊田市近代の産業とくらし発見館では、平成 28 年 12 月 6 日（火）〜
平成 29 年 3 月 12 日（日）の期間、企画展「枝下用水１３０年史 〜偉なる哉疏水業〜」を
開催します。
今回の企画展では、豊田土地改良区の協力のもと、研究が進み明らかになった新資料も含めて、
「枝下用水」の歴史を紹介します。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。
【関連行事のご案内】
１ ギャラリートーク
（１）日 時：12 月 17 日（土）午前 10 時〜
内 容：開削者から見た枝下用水
（２）日
内
２

見学会

時：1 月 14 日（土）午前 10 時〜
容：受益者から見た枝下用水

「枝下用水をめぐる旅」
時：3 月 11 日（土）
午前９時 30 分〜午後 4 時
容：枝下用水第二樋門、枝下川神社、西澤眞蔵頌徳碑、枝下用水受益地などを
巡ります。
定 員：抽せん 20 人（小学 4 年生以上、小学生は保護者同伴)
参加費：600 円（保険料含む）
日
内
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申込み：2/25 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
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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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