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全史料協乙の一年 l 
以下は、平成 22年度(平成 22年4月~平成 23年3月)における全史料協役員会・各委員会、

関東部会、近畿部会の主な活動成果を取りまとめたものである。

1 役員会・各委員会

(1)活動報告

5月14日(金) 第l回大会・研修委員会(広島県立文書館)

5月15日(土) 第1回広報・広聴委員会(近江八幡市役所)

5月21日(金) 第I回調査 ・研究委員会(埼玉県立文書館)

5月27日(木) 第1回役員会(新潟県立文書館)

5月31日(月) EASTICA理事会・セミナー及びIACEに佐h木理事を派遣(ソウル)

-6月3日(木)

6月9日(水) 「国際アーカイブズの日記念講演会」において全国自治体アンケート調査を報告(ベル

8月3日(火) サール神田)

8月27日(金) 第2回広報・広聴委員会(寒川文書館)

8月31日(火) 第2回調査・研究委員会(外務省外交史料館)

会報第 87号を発行

9月11日(土) CITRA (ICA円卓会議)・ICA/SPA運営委員会・年次総会に佐々木理事を派遣(オスロ)

-19日(日)

9月13日(月) 第2回大会・研修委員会(京都テルサ)

9月15日(水) 第2固役員会(京都府立総合資料館)

11月4日(木) 公文書館機能普及セミナー in高知「公文書管理の新地平一法と実践 セミナーJ(高

知会館)

11月23日(火) 第3回大会・研修委員会(京都テルサ)

11月24日(水) 第36回京都大会(京都テルサ)

-25日(木)

12月11日(土) 第3回広報・広聴委員会(京都大学)

2月4日(金) 企業史料協共催「資料保存セミナー」を開催(埼玉会館)

2月4日(金) 第3回調査・研究委員会(埼玉会館)

2月16日(水) 第4回大会・研修委員会(広島県立文書館)

2月24日(木) 第3回役員会(愛知県公文書館)

2月28日(月) 会報第88号を発行

3月31日(木) 会誌 『記録と史料』第21号を発行

2 関東部会事業報告

( 1 )総会

第 27回 平成 22年5月24日(月) 東京都港区立港勤労福祉会館

(2 )役員会

第 1回 平成 22年5月 11日(火) 東京都公文書館

第2回平成 22年11月24日(水) 京都テルサ
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(3 )運営委員会

第 1回 平成 22年 5月24日 (月) 東京都港区立港勤労福祉会館

第2回 平成 22年 9月30日 (木) 戸田市立郷土博物館

第 3回 平成 23年 2月22日 (火) 八雲クラブ (東京都渋谷区)

(4 )会報『アーキピストJの編集・発行

第74号(平成 22年11月発行)、第 75号(平成 23年3月発行)

(5 )定例研究会

回数 開催日 ァーマ・講師 (所属) ・会場

平成22年
0講演会「歴史という正当性とアーカイ ブー東アジア各国の事例を中心に」

第256回 川島 真氏 (東京大学大学院総合文化研究科准教授)
5月24日 (月)

場所東京都港区立港勤労福祉会館

テーマ 「戸隠神社史 :廃仏致釈と戸隠神社宝物館建設の意義と過程」

<7月30日(金)} 

0戸隠宝光社見学

7月30・31日
0中社社務所にて戸隠文書の閲覧

第257回 o i戸隠神社史:廃仏致釈と戸隠宝物館建設の意義と過程」
(金 ・土)

講師 :戸隠神社中社社務所水野邦樹氏

(7月31日(土)} 

0奥社入り口~奥社まで文書に残る石碑の解説

講師:戸隠神社緊長 二沢久昭氏

テーマ「公文書管理法jの裏側 ~まだまだ危ない 1地域の「公文書J-
0煙山英俊氏(秋田県公文書館)

第258回 10月15日(金)
「秋田県における市町村公文書等保存状況調査の課題」

0山本幸俊氏 (上越市公文書館準備室)

「地域の過疎化と史料保存の課題一学校資料について考える-J
場所江東区文化センター

テーマ 「全史料協京都大会の成果と課題J
0大石三紗子氏(埼玉県立文書館) i全史料協京都大会に参加して」

第259回 12月17日(金)
0福島幸宏氏(京都府立総合資料館) 「全史料協京都大会とアーカイブ

ズ界の今後J
0板橋区公文書館の概要説明と施設見学

場所板橋区公文書館

テーマ 「既存施設の有効利用による公文書館の設置と運営

一静岡県内の公文書館設置と史料保存について考える-J

第260回
平成23年 0佐藤喜好氏(磐田市歴史文書館長) i磐田市歴史文書館の概要について」

2月10日(木) 0橋本誠一氏(静岡大学人文学部)

「静岡県内の史料保存の現状と課題一静岡市を中心に-J
場所磐田市歴史文書館

(6 )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実施

http://www.edu.gunma-u.ac.jpFshozawa/zennsikan.html 

(7 )会員数(平成 23年 9月1日現在)

機関会員 52 個人会員 129 計 181
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3 近畿部会事業報告

(1)総会

第 18田 平成 22年 5月20日(木) 奈良県立図書情報館

(2 )例会

回数 関催日 テーマ・講師(所属) ・会場

平成22年
テーマ「公文書管理法と地方自治体-1年後の施行を控えてー」

第106回
5月20日(木)

0講師松岡資明氏(日本経済新聞社)
場所奈良県立図書情報館

テーマ「デジタル保存とフィルム保存ーその功罪と対策一」
第107回 8月25日(水) 0講師青木陸氏(国文学研究資料館)

場所 京都府立総合資料館(*近世古文書研究会と共催)

テーマ「近畿における公文書の収集・保存・利用J
第108回 10月26日(火) 0講師宮田克成氏(歴史館いずみさの)

場所奈良県立図書情報館(*公文書研究会と共催)

テーマ「アーカイブズ保存の考え方・進め方/提案として 記録資料保

第109回
平成23年 存論」
2月10日(木) 0講師 安江明夫氏(学習院大学講師、元国立国会図書館副館長)

場所京都府立総合資料館

テーマ「門戸厄神資料館(松風館)の設立経緯と収蔵資料について」
第110回 3月11日(金) 0講師大崎正雄氏(門戸厄神資料館)

場所 門戸厄神資料館・西宮市役所甲東支所

(3)会報等の発行

1 )会報 rNetwork.lの発行(総会・例会・シンポジウムの報告および参加記等を掲載)

Nu43 平成 22年11月、 Nu44 平成 23年3月

2) iMonthly NewsJの発行(総会・例会の案内、前回例会の速報等を掲載)

No.93 平成22年4月、No.94 平成22年6月、No.95 平成22年10月、No.96 平成22年12月、

No. 97 平成 23年2月

(4 )役員会

平成 22年4月22日(木) 奈良県立図書情報館

(5 )運営委員会

第 1回 平成 22年4月 15日(木) 奈良県立図書情報館

第 2回 平成 23年2月15日(火) 奈良県立図書情報館

(6 )テーマ研究会

ア)近世古文書研究会 世話人:島津良子

悶数 開催日 テーマ・講師(所属) ・会場

平成22年
テーマ「博物館管理運営財団の公益法人制度改革への対応について」

第92回
7月10日(土)

0講師 瀧端真理子氏(追手門学院大学)
場所奈良県婦人会館

第93回 8月25日(水) 第107回例会と同じ

平成23年
テーマ「奈良県立図書情報館の公文書館機能についてJ

第94回
1月22日(土)

0講師鈴木陽生氏(奈良県立図書情報館)
場所 ならまちセンター (*公文書研究会と共催)
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イ)公文書研究会 世話人:和田義久

回数 開催日 テーマ・講師(所属) ・会場

第41回
平成22年

第108回例会と同じ
10月26日(火)

第42回
平成23年

第94回近世古文書研究会と同じ
1月22日(土)

(7 )会員数(平成 23年9月1日現在)

機関会員 24 個人会員 74 計98 (通信会員:12名)




