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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: 2018年7月19日木曜日 23:05
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 2018年7月19日発行
添付ファイル: ●○第153回定例研究会＜確定＞20180722.pdf

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

  中部産業遺産研究会 ニュースレター 電子メール版 2018 年 7月 19 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【レジュメ配信】 

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

【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 2018/09/16 12:30（集合）～16:00 存続の危機にある「昭和塾堂」 

●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 

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

【３】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【レジュメ配信】 

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

７月２２日日曜日に開催致します第１５３回定例研究会のレジュメを配信致します。 

添付ファイルを御参照下さい。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  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～） 

会場  トヨタ産業技術記念館 ホールＡ（名古屋市西区） 

交通  名鉄栄生駅 下車 徒歩 5 分 

主な内容 

【定例研究会】 

「足尾銅山と田中正造」 朝井佐知子（会員） 
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「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） 

 当日は、「産業遺産研究」第 25 号を配布致しますので、ぜひご参加の方、お願い致します。 

【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） 

さんぎ大学講話会の詳細は、 

http://www.tcmit.org/information/news/2018/06/27776

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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中部産遺研      第 153 定例研究会             2018 07 22 

於：トヨタ産業技術記念館 ホールＡ 参加：（  ）名 

会場にプロジェクターは準備します 

第 153 回 定例研究会 13：00～ 

司会（市野 清志） 記録（漢人 省三）  

新会員紹介 

１．研究報告、調査報告 

［153-11-01］「足尾銅山と田中正造」                 朝井佐智子 （20分） 

                                                                             質疑 5 分 

  

 ［153-11-02］「世界文化遺産 富岡製糸場と荒船風穴をめぐる」     橋本英樹 （20 分） 

                                                                             質疑 5 分 

 

２．その他の諸報告、保存問題など 

［153-21-01］「名古屋テレビ塔の資料調査」今年７月で一応終了       大橋公雄（5分） 

 

３．研究誌、会報(研究会ニュースレター) 

［153-31-01］研究誌『産業遺産研究第 25号』配付について            浅野伸一（5分） 

［153-31-02］会報ニュースレター 電子メール版の原稿募集          橋本英樹（－分) 

 

４．シンポジウム 

［153-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 37回                八田健一郎（2分) 

［153-41-02］2018年度パネル展と講演会「モダン都市名古屋の形成」      藤田秀紀（2分） 

 ・パネル展講演会 2018/12/02(日) 13:00～ 名古屋市都市センター11F まちづくり広場予定 

 

５．見学会、その他の催し物 

［153-51-01］第 154回例会/見学会 存続の危機にある「昭和塾堂」（千種区）見学会（事務局） 

  「昭和塾堂」は、昭和３(1928)年に愛知県が青年教育･社会教育の施設として建造した建物。 

戦前の帝冠様式へとつながる時代の建物の特徴を備えており、名古屋市内では唯一の存在と 

なっている。現在は利用されておらず取り壊しの危機にある。 

 

見学会では、覚王山・城山町界隈を巡った後、「昭和塾堂」の現況を確認してこれからの保存 

と活用につながる方法を話し合ってゆきたいと思います。 

 

実施日時 9月 16日（日）12時 30分～16時 00分 雨天決行 

集合日時 9月 16日（日）12時 30分 

集合場所 地下鉄覚王山駅 池下寄り改札口前 
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持ち物  必須：スリッパ等の上履き（館内に上がるために必要） 

       任意：軍手・帽子等 

参加申込 見学先に人数を連絡するために参加希望者は、８月３１日必着で事務局（山田） 

まで申し込んでください。 

電子メール yamada3a1415926535@ca2.so-net.ne.jp 

        はがき等の送付先 〒463-0088 名古屋市守山区鳥神町 194番地 山田貢 方 

 

［153-51-02］「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） 

［153-51-03］2018/07/22（日）「第６回さんぎ大学」     トヨタ産業技術記念館   

［152-51-04］第 20回「ものづくり文化再発見!ウォーキング 中区編」    柳田哲雄（1分） 

  ウォーキングのテーマ「名古屋伝統のものづくりと城下町の歴史と文化に触れる」約 3km 

日時:  2018年 5月 27日(日)  

コースの概要:  東別院（スタート）⇒大木戸跡⇒西別院⇒大須演芸場⇒若宮八幡社⇒安藤七宝店

⇒名古屋市科学館⇒御園座⇒長者町繊維街⇒桜天神社⇒茶屋新四郎宅跡⇒伊藤圭介出生地⇒愛知

県護国神社⇒名古屋城正門前（ゴール） 

参加者数:505名 

 

６．文献紹介、資料紹介 （   ）内は紹介者 

【参考文献】 

［153-61-01］近畿産業考古学会ニューズレター、九州産業考古学会会報     （事務局） 

［153-61-02］                                （   ） 

【参考資料】 

［153-62-01］ 

【その他の資料】 

［153-63-01］ 

 

７．出版広報事業 

［153-71-01］インターネット http://csih.sakura.ne.jp/ 左記です。一度ご覧下さい。 

［153-71-02］中部産業遺産研究会の本 

 

８．委員会、役員会、研究分科会 

［153-81-01］幹事会・役員会等                       （事務局） 

・第１回役員会会議 2018/04/29（日）13:00-16:00 とよた市民活動センター活動室１  

   総会準備について 

・監査 2018/04/07 （土）13:00～16:30  名古屋市東生涯学習センター 第１会議室 

・第１回幹事会（メール）「佐々木享没後５周年記念シンポジウムの後援名義使用について」 

［153-81-02］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 37回 実行委員会 

・第１回 2018/05/19(土) 10:30～ 名城大学 校友会館 第会議室 
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［153-81-04］第 14回 2018年度パネル展「モダン名古屋都市の形成」勉強会 

・第１回 2018/02/11(日) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第２回 2018/04/14(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第３回 2018/06/09(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第４回 2018/08/04(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第５回 2018/09/08(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第６回 2018/10/06(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

・第７回 2018/11/03(土) 14:00～16:30 名古屋都市センター13F 

［153-81-05］研究誌『産業遺産研究第 26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 

［153-91-01］2018年度  ◎年会費４千円振り込み先は、下記までお願いします     （会計幹事） 

  ［銀行口座］ 三菱東京ＵＦＪ銀行 鳴海支店  普通預金 

        口座名：中部産業遺産研究会   口座番号：１５３１２６６ 

［153-91-02］会員で住所・所属など掲載事項の変更などあれば事務局山田貢へ連絡ください。 

   会員名簿を７月に発行します。名簿に掲載不用の方は事務局まで連絡をお願いします。 

［153-91-03］その他 

［153-91-04］研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他 

・第 153回例会  2018/07/22(日） 13:00～14:15 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ 

・第６回さんぎ大学 2018/07/22(日）14:30～16:30     同上 

・第 154回例会/見学会  2018/09/16（日）12：30～16：00 

存続の危機にある「昭和塾堂」見学会。（詳細は前記［153-51-01］を参照）（要・申込） 

・第 14回パネル展 2018/11/27(火)-12/9(日) 10:00-18:00 (火)～(金)ただし 12/3(月)は休み 

・第14回パネル展講演会/第155回例会(公開)2018/12/02(日)13:00～17:00 名古屋都市センター11F 

・第 156回例会             2018/01/29(日) 13:00～17:00  とよた市民活動センター予定 

・第 157回例会/見学会      2018/03/24(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 

［153-91-04］会員異動（2018年 5月，6月）内は入会・退会の日 

・入会：八木司郎(2018 05 27) 平川竜一(2018 06 12)  鈴木重雄（2018 07 06） 

・退会：なし 

・会員数： 130名（2018年 07月 06日現在）（内訳：個人 128名、法人２団体） 

 

17:00 さんぎ大学終了後 懇親会(有志） 受付名簿に参加希望者は○印を付けてください。 

  店名： さくら水産栄生駅前店（居酒屋)  を予定。（さんぎ大学終了後そろって出発） 

 

 

第６回さんぎ大学 講話会 14：30～ 


