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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 2018 年 6 月 25 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.html
【 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定
【２】７月２２日開催

第１５３回定例研究会と第６回「さんぎ大学講話会」のご案内【New】

【３】「ブラアイチ×MIZBERING

in 豊橋

とよがわ」のご案内【New】

【４】名古屋レール・アーカイブス 第９回資料展と映画上映会
「鉄道ファンが撮った名古屋の鉄道」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 153 回定例研究会 2018/07/22(日） 13:00〜14:15 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ（予定）
●第３回さんぎ大学
2018/07/22(日） 14:30〜16:50 トヨタ産業技術記念館 ホール A（予定）
●第 154 回定例研究会・見学会 2018/09/08〜09 または 15〜16 または 22〜23(土・日) の一泊二日の予定
長浜鉄道資料館、ヤンマーディーゼル資料館、国友資料館、 彦根キリンビール醸造施設等予定
●第 155 回定例研究会・パネル展講演会 2018/12/02(日) 13:00〜17:00 名古屋市都市センター（予定）
●第 156 回定例研究会 2019/01/27(日) 13:00〜17:00 とよた市民活動センター（予定）
●第 157 回定例研究会・見学会 2019/03/24(日) 13:00〜17:00（予定）
●佐々木享没後５周年記念シンポジウム（後援事業）2019/11/23 13:00〜19:00 名古屋大学
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】７月２２日開催 第１５３回定例研究会と第６回「さんぎ大学講話会」のご案内【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の通り、第 153 回定例研究会と第 6 回「さんぎ大学講話会」を開催委致しますので、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。
（さんぎ大学講話会は、参加無料で一般の方の入場も可能ですから、お知り合いの方もお誘い下さい。
）
日時
会場
交通

2018 年 7 月 22 日 13:00〜（さんぎ大学講話会は、第 153 回定例研究会に引き続き、14:30〜）
トヨタ産業技術記念館 ホールＡ（名古屋市西区）
名鉄栄生駅 下車 徒歩 5 分

主な内容
【定例研究会】
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「足尾銅山と田中正造」 朝井佐知子（会員）
「世界文化遺産 富岡製糸場と荒船風穴を巡る」 橋本英樹（会員）
【さんぎ大学講話会】
「ドイツ・ルール工業地帯ー産業遺産と地域活性化−」 オリバー・マイヤー（愛知教育大学教授・会員）
「トヨタ創業期試作工場」 榊原研一（トヨタ産業技術記念館）
当日は、
「産業遺産研究」第 25 号を配布致します。
さんぎ大学講話会のチラシがＷｅｂ上で公開された時点で、改めてご案内を差し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】「ブラアイチ×MIZBERING in 豊橋 とよがわ」のご案内【New】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知県では、県内のまちの様々な知られざるストーリーを発掘・紹介する「ブラアイチ」を行っており、
6 月には、「ブラアイチ in 蟹江〜川と水に育まれたまち蟹江を歩く〜」を開催しました。
今回はミズベリングイベント「水辺で乾杯」と連携し、初夏の豊橋で川と水にまつわるまち歩きイベント
を開催します。
「ミズベリング(MIZBERING)」とは、かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を
創造していくプロジェクト。
「水辺で乾杯」は 7 月 7 日 7 時 7 分、夏の夕暮れの水辺で全国一斉に乾杯する粋
でシンプルなミズベリングのプログラムです。
詳細は、
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/bura-mizbering.html
を御参照下さい。
なお、参加には定員があり、事前申し込みが必要で、先着順で 77 名のみの参加となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】名古屋レール・アーカイブス 第９回資料展と映画上映会
「鉄道ファンが撮った名古屋の鉄道」のご案内【再送】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NPO 法人名古屋レール・アーカイブス（ＮＲＡ）主催の第９回資料展と映画上映会が次の通り開催
されますのでご案内いたします。
期間
時間

：
：

2018 年 7 月 3 日 火曜日 〜 2018 年 7 月 16 日 月曜日・祝日（7 月 9 日月曜日は休館）
火曜日〜金曜日 午前 10 時〜午後 6 時
土曜日・日曜日・祝日 午前 10 時〜午後 5 時
映画上映会は 2018 年 7 月 7 日土曜日 午後 2 時〜
会場 ： 名古屋都市センター 街づくり広場（金山総合駅南口すぐ・金山南ビル 11 階）
入場無料・映画上映会は先着順
所蔵資料展：
ＮＰＯ法人名古屋レール・アーカイブス（ＮＲＡ）は，鉄道資料の保存と活用を目的に活
動を行っており，鉄道ファンのみならず，ひろく資料や写真の寄贈や寄託を受けています．
今回は，そうした鉄道ファンの中から著名な 5 人（荒井友光・神谷静治・倉知満孝・
成田愛苗・J.W. ヒギンズ: 敬称略）が撮影した，この地方の過ぎ去った日々の鉄道風景を
テーマに，昭和 30 年代を中心にパネルで展示します．
映画上映会（7 月 7 日）：
松木清春氏が 16 ミリフィルムで撮影した 名古屋地域の鉄道風景
添付のチラシも御参照下さい。
【名古屋レール・アーカイブスの利用について】
名古屋レール・アーカイブス（ＮＲＡ）では、原則として第１、第３土曜日の午前 10 時〜午後 5 時を
活動日としています。次回は 6 月 16 日になります。
一般の方の利用も可能ですが、事前にご予約をお願いしております。
利用を希望される方は、電子メールにて橋本まで人数、おいでになる方のお名前、所属、おいでになる
時間ご連絡下さい。できるだけ、3 日以上前までにご連絡下さい。
hidekih@wine.plala.or.jp
2

ＮＲＡでは所蔵する資料の貸し出しはしておりません。コピーすることは有償で可能です。
なお、場所が狭いため、ゆっくりと資料を閲覧することは難しいかも知れませんので、予めご了承
下さい。
ＮＲＡの所在地は、
名古屋市中村区井深町 1 番 1 号 新名古屋センタービル・本陣街 1209 号室です。最寄りの駅は地下鉄
東山線亀島駅です。新幹線高架下の本陣街の 2 階です。
前回配信の電子メール版ニュースレターの添付ファイルを御参照下さい。
-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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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