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差出人: csih@googlegroups.com は hidekih@wine.plala.or.jp の代理
送信日時: 2018年11月13日火曜日 22:29
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11月13日発行
添付ファイル: 確定シンポジウムチラシ.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 11 月 13 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】城山・覚王山地区まちづくりシンポジウムのご案内【New】 

【３】2018 年度パネル展と講演会 ～モダン都市名古屋の形成～ 開催のご案内【再送】 

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

【１】中部産業遺産研究会・関連団体の行事予定 

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

●第 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） 

●シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 37 回  2019 年 2 月 23 日または 24 日（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】城山・覚王山地区まちづくりシンポジウムのご案内【New】 

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

下記の通り，「城山・覚王山地区まちづくりシンポジウム」が開催されますのでご案内致します． 

■主催  千種区役所 千種区役所 

■日時  2018 年 11 月 18 日（日） 13:30～（受付開始：13：00～） 

■会場  千種区役所講堂 千種区役所講堂 

     〒464-8644 千種区覚王山通８－３７ 

     （地下鉄東山線 池下駅より徒歩 池下駅より徒歩 池下駅より徒歩 3 分） 

      ※参加には参加申込が必要です。 

■定員  250 名 

■参加費 無料 

■申込期限  11 月 14 日（水）（参加をご希望の方はお急ぎ下さい．） 

 参加申し込みは，このメールに添付のチラシ下部及び裏面の申込欄をご覧ください。 

■スケジュール 

13：00   開場・受付開始 
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13：30～  基調講演 「歴史的資源の評価と活用」 

      講師 西澤 泰彦（名古屋大学院環境研究科教授） 

14：15 ～16：00（途中休憩あり） 

      まちづくり構想について意見交換 

      コーディネタ 鈴木 賢一（名古屋市立大学院芸術工研究科教授） 

      コメンテータ 西澤 泰彦（名古屋大学院環境研究科教授） 

             松岡 昌幸（愛知学院大文部教授） 

             高木傭太郎（ちくさ・文化の里づり会長） 

※諸事情により当日メンバーを変更する場合があま。 

お申込み a7531932@chikusa.city.nagoya.lg.jp まで

お問合せ先  千種区役所政部企画経理室 電話 （０５２）７５３―１９３２ 

詳細は添付ファイルのチラシを御参照下さい． 

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

【３】2018 年度パネル展と講演会 ～モダン都市名古屋の形成～ 開催のご案内【再送】 

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

2018 年度のパネル展と講演会「モダン都市名古屋の形成」を次の通り開催致します． 

■パネル展  2018/11/27（火）～2018/12/9（日） 10:00～17:00 入場無料 

       12/3（月）は休館日になりますのでご注意下さい． 

■講演会   2018/12/2（日） 13:00～16:20（受付：12:30～） 

■会場    名古屋市都市センター11F まちづくり広場ホール 

         ＪＲ／名鉄 金山駅南口を出て右側のビル（金山南ビル）の 11 階 

■講演会内容（2018 年 12 月 2 日 13:00～） 

       基調講演「モダン都市名古屋の形成」／浅野伸一(会員) 

       一般講演「市民市長大岩勇夫の都市経営」／真野素行(会員) 

       特別講演「モダン都市名古屋を彩った建築」／瀬口哲夫(名古屋市立大学名誉教授) 

       講演会終了後，16:20～16:50 に同じ会場にて第 148 回公開定例研究会を引き続き開催 

       します． 

詳細は， 

http://csih.sakura.ne.jp/panerutenn.html

を御参照下さい． 

また，パネル展のリーフレットは次のリンクからダウンロードできますので御参照下さい． 

http://csih.sakura.ne.jp/panerutenn/panerutenn2018_tirashi_2018.10.21_web.pdf

-- 

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

■■■■■■■■■■■ 

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 

Home Page URL : http://csih.sakura.ne.jp/ E-mail ： hidekih@wine.plala.or.jp Copyright 2002-2018 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。 
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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。 



概要 

名古屋市千種区城山・覚王山地区にある地域資源を活用して、まちをよりよくしていくため、市民

の皆さまと一緒に今後地区のめざす方向について話し合います。 
 

■主催 
千種区役所 
 

■日時 
2018年１１月１８日（日）１３：３０ 

（１３：００から受付開始） 
 

■会場  千種区役所講堂 
〒 ４６４―８６４４ 千種区覚王山通８－３７ 

（地下鉄東山線 池下駅より徒歩 3 分） 

 

※参加には参加申込が必要です。 
 ＜定員：250 名 参加無料＞ 
 申込期限 11 月 14 日（水） 
 チラシ下部及び裏面の申込欄をご覧ください。 
 
■スケジュール 

13：00 開場・受付開始 

13：30 

基調講演「歴史的資源の評価と活用」 

講師：西澤 泰彦（名古屋大学大学院環境学研究科教授） 

 

14：15～１６：００（途中休憩あり） 

まちづくり構想について意見交換 

コーディネーター 鈴木 賢一（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授） 

 

コメンテーター  西澤 泰彦（名古屋大学大学院環境学研究科教授） 

松岡 昌幸（愛知学院大学文学部教授） 

高木傭太郎（ちくさ・文化の里づくりの会会長） 

※諸事情により当日メンバーを変更する場合があります。 
 

お 申 込 み 

 「氏名」、「電話番号」を、電話、ファックス、Ｅメール、郵送で下記お問合せ先にご連絡ください。 

郵送の場合は、裏面の申込欄をお使いいただき、封筒に〒４６４－８６４４を記入して（区役所の住所は 

記入不要）郵送してください。 

お 問 合 せ 先 （千種区役所区政部企画経理室） 

電話（０５２）７５３―１９３２  ファックス（０５２）７５３―１９２４ 

メール a7531932@chikusa.city.nagoya.lg.jp 



シンポジウム参加者プロフィール 

西澤 泰彦（名古屋大学大学院環境学研究科教授） 
 

名古屋大学工学部建築学科卒業、東京大学大学院博士課程修了。 

豊橋技術科学大学助手、名古屋大学助教授、内閣府参事官補佐（併任） 

などを経て、現在、名古屋大学教授。専門は建築史。 

『日本植民地建築論』（名古屋大学出版会、2008 年）などの著作が評価 

され、2009 年日本建築学会賞（論文）などを受賞。 

2003 年設立の瑞穂うるおいまちづくり会の監事を務めています。 

 

鈴木 賢一（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授） 
 

1981 年名古屋大学工学部建築学科卒業、1986 年同博士後期課程満了。 

伊藤建築設計事務所、名古屋大学助手、講師を経て、1996 年 

名古屋市立大学芸術工学部助教授 

2006 年同教授、2012 年同学部長、2014 年学長補佐。 

一級建築士、博士（工学）。 

専門は教育・医療施設の建築計画学。飛島村立飛島学園など設計指導多数。 

子どもの建築学習プログラム「だがねランド」でキッズデザイン賞（2009 年）、建築学会教育賞（教育

貢献）及び JIA ゴールデンキューブ賞（2011 年）。著書『子どもたちの建築デザイン』（農文協）など。 

 

松岡 昌幸（愛知学院大学文学部教授） 
 

立教大学大学院観光学研究科前期博士課程修了 

現在、愛知学院大学文学部所属 

専門は「観光学」（ツーリズム）、「ホスピタリティ論」。 

最近のテーマとしては、ホスピタリティ・マインド（もてなし心、歓待）を 

コミュニケーションの視点から解明し、地域社会に役立てることを目標にしています。 

 

高木 傭太郎（ちくさ・文化の里づくりの会会長） 
 

名古屋大学文学研究科日本史専攻博士後期課程単位取得退学。 

大学院時代は織田信長の研究、その後重点を近代も含む東海地域史研究に移す。 

東海地域の大学非常勤講師（現在は岐阜県立看護大学））を長年勤めながら、 

名古屋市史・東浦町史の編さんに参加。 

その一方、東海地域各都市の社会教育の講師を務めながら、 

ちくさ文化の里づくりの会（代表）・志段味の歴史と文化に親しむ会（世話人）等、 

名古屋市内の歴史と文化を生かした街づくりに参加しています。 
 

   

城山・覚王山地区まちづくりシンポジウム 申込欄 

 氏  名： 

 電話番号： 
 
 

（※いただいた個人情報は本事業の目的以外には使用しません。） 

切 り 取 り 線 


