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全史料協 、ーー の 年

本号では、全史料協役員会、各委員会、関東部会及び近畿部会の、平成17年度における主な活

動成果を報告します。

(1) 役員会・各委員会活動報告

4月10日 ICA/SPA運営委員会へ代表者派遣(16日まで)

18日 専門職問題委員会(1) (学習院大学)

5月13日 大会企画委員会(1) (東京都公文書館)

18日 研修・研究委員会(1) (徳島県立文書館)

19日 役員会(1) (愛知県公文書館)

6月19日 資料保存委員会(1) (パレス神戸)

24日 大会企画委員会(2) (東京都公文書館)

7月 7日 編集・出版委員会(1) (埼玉県立文書館)

11日 総務委員会(1) (愛知県公文書館)

15日 専門職問題委員会(2) (栃木県那須町)

31日 会報第73号発行

9月 2日 大会企画委員会(3) (福井県国際交流会館)

13日 資料保存委員会 (2) (兵庫県民会館)

資料保存研修会(近畿部会、記録管理学会と共催) (兵庫県民会館)

26日 役員会(2) (東京都公文書館)

10月 3日 専門職問題委員会(3) (学習院大学)

25日 会誌『記録と史料』第15号発行

11月 8日 大会企画委員会 (4) (福井県国際交流会館)

研修・研究委員会(2) (福井県国際交流会館)

9日 |第31回全戸[研修会 総会] (福井県国際交流会館)

10日 第31回全国大会[大会テーマ研究会] (福井県国際交流会館)

研修 ・研究委員会(3) (福井県国際交流会館)

11日 第31回全国大会[視察] (福井県文書館)

26日 第38回ICA円卓会議・ ICA/SPA運営委員会へ代表者派遣 (30日まで)

30日 会報第74号発行

12月 1日 編集・出版委員会(2) (埼玉県立文書館)

4日 資料保存委員会(3) (藤沢市役所)

21日 総務委員会(2) (愛知県公文書館)

2月 3日 大会企画委員会(5) (東京都公文書館)

14日 役員会(3) (岡山県立記録資料館)

19日 資料保存委員会 (4) (名古屋市市政資料館)
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27日 |研修・ 研究委員会 (4) (学習院大学)

専門職問題委員会 (4) (学習院大学)

全史料協 ・企業史料協第13回合同研究会(専門職問題委員会と合同開催)

(学習院大学)

3月13日 資料保存研究セミナー (後援-記録管理学会、企業史料協議会) (国文学研

究資料館)

23日

27日

31日

総務委員会(3) (愛知県公文書館)

編集 ・出版委員会 (3) (埼玉県立文書館)

会報第75号発行

会誌『記録と史料』第16号発行

(2) 関東部会報告 (平成17年9月~平成18年9月)

1 総会

(平成18年度)

第23回総会 平成18年 5月26日(水) 神奈川県立公文書館(神奈川県横浜市)

2 役員会

(平成18年度)

第 1回 平成18年 4月28日(金)川崎市公文書館(神奈川県川崎市)

3 運営委員会

(平成17年度)

第 2回 平成17年 9月30日(金) 表参道 ・新潟館(東京都渋谷区)

第 3回 平成18年 3月17日(金)東京都公文書館(東京都港区)

(平成18年度)

第 1田 平成18年 5月31日(水 ) 神奈川県立公文書館(神奈川県横浜市)

4 会報の編集 ・発行

会報『アーキビスト』 第64号(平成17年 9月発行)

会報『アーキビス ト』第65号(平成18年 3月発行)

会報『アーキビスト」第66号(平成18年 9月発行)

5 月例研究会

回数 月日(曜) 報告者等 テーマ等 ・会場 参加者数

230 9月30日(金) 東京国立博物館 「文化財保護法の改正と歴史資料の保存」

運営委員会 冨坂 賢 氏 於 表参道 ・新潟館ネスパス 20名

231 10月27日(木) 聖心女子大学 「沢柳政太郎私家文書目録の編纂」

北村和夫 氏 於聖心女子大学 16名

232 12月10日(土) 国立国語研究所 「全史料協第31回全国大会報告会」

森本祥子氏他 於 安城市歴史博物館 12名

後援全史料協近畿部会

233 2月10日(金) 埼玉県立文書館 「資料保存のネッ トワーク 100年の射程から

白井 哲哉 氏 今後を考えるJ

於慶慮義塾大学 18名
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234 3月3日(金) 新潟市歴史博物館 「新潟市歴史博物館の見学会」

長谷川伸氏 於新潟市歴史博物館 10名

235 5月31日(水) 日本経済新聞社文化部 「記者がみた日本のアーカイブズ」

運営委員会 編集委員松岡資明氏 於神奈川県立公文書館(神奈川県横浜市)

総会・記念講演会 50名

236 7月初日(水) しょうけし、館 「しょうけし、館の資料保存活動について」

植里子真澄氏 於 日本教育会館・しょうけい館

奥平晋 氏

6 後援事業の実施

・現場重視・ネットワーク・次世代を意識の観点から積極的に後援依頼に応じる。

7 ホームページの運営

全史料協関東部会ホームページについて、随時データ更新等を行う。

http://www.edu.g忽unma-u.a低cι.必/μ~sぬhozawa/zens幻ikan .h加1tm!

8 会員数(平成18年4月 1日現在)

機関会員 57 個人会員 133 準会員 6 

(3)近畿部会報告 (平成17年10月~平成18年 9月)

1 総会

(平成18年度)

計 196

第14回総会平成18年 6月 1日(木) 於:大阪市立総合生涯学習センター

2 役員会

(平成18年度)

平成18年 4月26日(水) 於:きのくに志学館(和歌山県立文書館)

3 運営委員会

(平成17年度)

平成18年 3月17日(金) 於:京都府立総合資料館

(平成18年度)

平成18年 4月20日(木) 於:和歌山県立文書館

4 会報等の発行

(1) 会報 ~Network~ の発行

No.33 (第 13回総会報告、第77~79回例会報告・参加記) 平成17年11月

NO.34 (第80~8 1回例会報告・参加記等) 平成18年3月

(2) ~Monthly News~ の発行

NO.69 平成17年 9月

No. 70 平成18年 2月

No. 71 平成18年 5月

No. 72 平成18年 8月

例会案内及び前回例会の速報等を掲載

18名
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5 例会

回数 開催日 テーマ ・講師 ・会場

第80回 10月25日 テーマ 在地研究者の業績と収蔵資料の整理

「中川泉三と章斎文庫概要調査について」

講師章斎文庫資料調 査員 蔭山兼治氏

場所 米 原市米原公民館 (17名参加)

全国大会 11/9~11 福井県福井市

第81回 2月23日 テーマ 水害と史料保存対策について

講師 「福井豪雨における福井県文書館の活動」

福井県文書館 柳 津 芙 美 子 氏

講師 「水害と史料保存対策について

~保存処理の現場からの提言~J

(財)元興寺文化財研究所 金山 正子 氏

場所京大会館 (17名参加)

第82回 3月27日 ァーマ 市町村合併と博物館における歴史資料の収集 ・保存につ

いて

講師 東近江市近江商人博物館 上平千恵氏

場所 元興寺極楽坊(小子房) (15名参加)

第83回 6月 1日 テーマ 天草市合併に伴う文書保存活動と

(総会後) 「業務/文書システム分析表」の作成について

講 師 天草市立天草アーカイブズ本多康二 氏

場所大阪市立総合生涯学習センター (37名参加)

第84回 8月26日 テーマ 電子化文書の長期保存

講師 「電子化文書を“記録"として扱い続ける

法的及び技術的な現状と課題」

岡松村組 山本 隆彦 氏

「文書を電子化する ラボから見た現状と課題J

側アピックス松井 正宏氏

場所クレオ大阪中央 (36名参加)

(第33回公文書研究会合同企画 ・記録管理学会共催)
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6 テーマ研究会

(1) 近世古文書研究会

回 数 開催日 テーマ ・講師・会場

第77回 10月15日 テーマ 大阪人権博物館の展示公開と個人情報

講師大阪人権博物館吉村智博氏

場 所 奈 良 県女性センター (8名参加)

第78回 3月4日 テーマ 書跡資料の調査と成果の公開について

一調査の原則と成果公開について、

活字本とデータベースを比較して考える一

講師奈良文化財研究所文化遺産研究部長綾村宏氏

場所奈良県婦人会館 (11名参加)

第79回 6月24日 テーマ 史料保存機関をめぐる最近の動向について

講師高野山 大学藤吉圭二氏

場 所 奈 良 県女性センター (14名参加)

(1)公文書研究会

回数 開催日 テーマ・講師 ・会場

第32回 7月8日 テーマ 電子ネットワーク時代の文書管理

ーオーストラリア・ヴィクトリア州を事例としてー

講師高野山 大学藤吉圭二氏

場所大阪市立難波市民学習センター (15名参加)

第33回 8月26日 テーマ 電子化文書の長期保存

講師 「電子化文書を“記録"として扱い続ける

一法的及び技術的な現状と課題j

岡松村組山本隆彦氏

「文書を電子化するーラボから見た現状と課題」

閥ア ピックス松井正宏氏

場所 クレオ大阪中央 (36名参加)

(第84回近畿部会例会合同企画)




