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差出人: csih@googlegroups.com は hidekih@wine.plala.or.jp の代理
送信日時: 2017年5月22日月曜日 21:27
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 2017年5月22日発行
添付ファイル: 水の土木遺産 図書案内チラシ (1).pdf

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

   中部産業遺産研究会 ニュースレター 電子メール版 2017 年 5月 22 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/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】中部産業遺産研究会 第 25 回総会・第 146 回定例研究会のご案内【New】 

【３】北海道江別市からのテレビ生放送のご案内／水野信太郎【New】 

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

【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定 

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

●中部産業遺産研究会第 24 回総会／第 146 回定例研究会 2017/05/28（日）13:30～  

                      名古屋市市政資料館 第３集会室（地下鉄「市役所駅」東へ 500m） 

●第 147 回研究会   2017/07/23（日）予定 13:00～14:15 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ 

●第３回さんぎ大学 2017/07/23（日）同上 14:30～16:50   同上 

●第 148 回例会／見学会 2017/09/24（日) 13:00～ 未定  

●産業考古学会 2017 年度全国大会 2017/10/27～29 

 プレ見学会    2017 年 10 月 27 日（金）午後（四日市 末広橋梁・潮吹き堤防ほか） 

 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（見学先等未定） 

●豊田佐吉生誕 150 周年記念行事 2017/11/12（日）      トヨタ産業技術記念館  

●第 149 回例会/パネル展講演会   2017/12/03（日) 13:00～17:00 名古屋市都市センター予定 

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

【２】中部産業遺産研究会 第 25 回総会・第 146 回定例研究会のご案内【再送】 

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

中部産業遺産研究会第 25 回総会・第 146 回定例研究会を次の通り開催致しますので、会員の 

皆様には万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

なお、名古屋市市政資料館の集会室を利用する都合上、時間が 13：30～となります。 

日時  2017 年５月 28日 日曜日 13:30～17:00 

会場  名古屋市市政資料館 第３集会室 
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交通  名古屋市営地下鉄名城線 市役所駅下車 東へ 500ｍ（徒歩 10分） 

【主な内容】 

 １．2016 年度(平成 28 年度)事業報告 

 ２．2016 年度(平成 28 年度)決算報告 

   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        

 ３．2016 年度(平成 28 年度)監査報告 

   研究会会計監査報告 

   特別会計（田中基金）・シンポジウム会計・書籍会計 監査報告 

 ４．2017 年度(平成 29 年度)事業計画（案） 

 ５．2017 年度(平成 29 年度)予算（案） 

 ６．その他   2016～2017 年度役員・分掌組織、役員及び分掌幹事（一部修正） 

【記念講演】 

 演題 「私と鉄道趣味 そして岡崎市内の鉄道・産業遺産」 

 講演 藤井建（会員・NPO 法人名古屋レールアーカイブス理事長） 

【第 146 回研究会】 

 報告「群馬の複製ブリューナエンジンについて」島和雄 

 報告「福島の原発事故の放射能測定と遺産」市野清志 

 諸連絡 

総会・定例研究会が終了してから、懇親会および永田会長の卒寿を祝う会を開催します。 

（会場：串焼海鮮「くまんばち」 東区泉 1－11－36・市政資料館から徒歩 10分） 

参加をご希望の方は、大橋事務局長まで電子メールにてご連絡下さい。 

ohashi05@ai.wakwak.com

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

【３】書籍紹介『水の土木遺産』／北原なつ子【New】 

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

『水の土木遺産－水とともに生きてきた歴史を今に伝える－』（鹿島出版会発行）について 

 水資源機構広報誌に８年間連載したシリーズを単行本化した『水の土木遺産－水とともに 

生きてきた歴史を今に伝える－』（鹿島出版会発行、若林高子、北原なつ子共著）をご紹介 

させていただきます。 

 本書の特徴は、工学的、技術的な情報は必要な範囲で記述しましたが、建設に至った時代 

背景と必要性、建設の意義、建設の効果、建設時の苦労話、エピソードなどの紹介に力を 

入れました。工学分野に限らず広く一般の方々に先人の努力を知っていただきたいからです。 

 掲載箇所は、水資源機構の管轄する水系、すなわち利根川・荒川、豊川、木曽川（長良川、 

揖斐川含む）、淀川、四国吉野川、筑後川の各水系にある施設に、いくつか別の水系にある 

施設を加えています。 

 以下に、河川工学の泰斗・高橋裕先生による書籍の帯の推薦文と、本書の目次を記しました。 

 本書が採り上げた各土木遺産は、別紙の「水の土木遺産 図書案内チラシ」をご覧ください。  

【帯の推薦文】 

各種各様の施設は、日本人の英智と努力の結実であり、それを一望できる本書を通読すること 

によって、国土に加えられてきた日本人の水の技術にも接することができる。  

                            東京大学名誉教授 高橋裕 

【目次】 採り上げた各施設は図書案内チラシをご覧ください。 

（カラーグラビアページ）写真で見る水の土木遺産 

1 国土を拓いた先人の知恵と努力 

2 近代化への道程・水利開拓への情熱 

3 河川改修等に導入された新しい技術 

4 川を治めるにはまず山を 近代砂防の始まり 

5 明るい暮らしと電力への期待 水力発電 
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6 きれいでおいしい水を 近代上下水道への期待 

 ５月 28 日に開催の中部産業遺産研究会の総会の会場へお越しの方には、著者割引を利用 

した価格（税込み価格 2700 円のところ、税込み価格 2200 円）でご購入ただけるよう、一定 

冊数を準備する予定です。ご購入希望の方は、急なことで申し訳ありませんが 5月 25 日（木） 

終日までに、下記のアドレスへお知らせいただければ取りまとめて、総会の当日に持参する 

ようにいたします。できれば、当日お釣りの必要がないようにご準備いただければ、大変 

助かります。また、領収書は北原が発行いたします。 

北原のアドレス：natsu_kitahara@yahoo.co.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。 



 新刊図書案内          水資源機構・広報誌「水とともに」で連載された 88 カ所を再構成！ 

水の土木遺産 水とともに生きた歴史を今に伝える 
若林高子･北原なつ子 共著                 高橋裕（東京大学名誉教授）推薦 

 
菊判・並製・288 頁   （2017 年 5 月 17 日発行） 

定価 2,700 円（本体 2,500 円＋ 税）  鹿島出版会刊 

先人達の偉業と現存する風土を、 
写真と親しみのある解説文で紹介する読本！ 
 
[紹介する水の土木遺産] 狭山池と狭山池博物館／満濃池／石井樋／
入鹿池／天狗岩用水／玉川上水と羽村取水堰／見沼通船堀／朝倉揚
水車と山田井堰／明治用水／那須疏水／琵琶湖疏水／砂山池･龍ケ池
揚水機場／御坂サイフォン／山田池堰堤／豊稔池／六郷水門／間瀬堰
堤／白水溜池堰堤／大搦･授産社搦堤防／関宿水閘門／利根運河／
倉松落大口逆除／北河原用水元圦／横利根閘門／柳原水閘／弐郷半
領猿又閘門(閘門橋)／江戸川水閘門／旧岩淵水門／木曽長良背割堤･
ケレップ水制群･船頭平閘門／松重閘門／立田輪中悪水樋門／五六閘
門／忠節の特殊堤／庄内用水元圦／淀川ケレップ水制(城北ワンド群)
／南郷洗堰／三栖閘門･三栖洗堰／毛馬洗堰と毛馬第一閘門／旧堂島
川可動堰(水晶橋)／湊川隧道／デ･レーケ導流堤／榛名山麓巨石堰堤
群／七重川砂防堰堤群／牛伏砂防と牛伏川階段工／羽根谷砂防堰堤
／大崖砂防堰堤／不動川砂防施設／草津川オランダ堰堤と天神川鎧
堰堤／朝明川砂防堰堤群／デ･レーケの堰堤(大谷川堰堤)／大河原発
電所･大河原取水堰堤／宇治発電所／大戸川発電所／黒部ダム／丸
沼ダム／岩津発電所と取水堰堤／長篠発電所と同余水吐／長良川水
力発電所／旧八百津発電所／大桑発電所･須原発電所／読書発電所
／大井ダム／東横山発電所／上麻生堰堤／三浦ダム／大橋ダム／女
子畑発電所と第二調整池／地蔵原貯水池、町田第一･第二発電所／村
山･山口貯水池／宇都宮市水道施設群／水戸市水道低区配水塔／敷島浄水場／栗山配水塔／千葉高架水槽／鍋屋上野浄水
場旧第一ポンプ所／旧稲葉地配水塔／鏡岩水源地旧ポンプ室と旧エンジン室／柴島浄水場旧第一配水ポンプ場／奥平野浄
水場急速ろ過場上屋／千苅堰堤／布引五本松堰堤と烏原立ヶ畑堰堤／河内貯水池と関連施設群／曲渕ダム／御殿浄水場旧
ポンプ室･旧事務室／佐古配水場ポンプ場／旭浄水場／藤倉水源地堰堤／旧三河島汚水処分場喞筒場施設 
 

図書注文書               この用紙を 鹿島出版会へ FAX (03-6202-5205） してください。 
 
 ■ この用紙にて申し込みください。送料は出版社が負担します。 

 ■ 本代の支払いは、送本時に同封される郵便振替用紙で郵便局または銀行口座へ送金してください。 

 ■ 申し込み先 ： 図書注文書を郵送される場合は下記へお送り下さい。 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-5-14 鹿島出版会 （出版事業部）  

TEL.03-6202-5202 FAX.03-6202-5205 
 

 
書  名 水の土木遺産               2,700 円 （送料込み）

 

 
注文冊数 
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  〒 
 
 
                                電話番号     （    ） 

 
担当者名 

 

  必要書類 □見積書    支払方法 □郵便振替    通信欄： 
            □納品書               □銀行振込 
            □請求書 
  


