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竺盟竺1~ I 
以下は、平成23年度(平成23年 4月~平成24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13日(金) 第1回大会 ・研修委員会(学習院大学)

5月20日(金) 第l回広報・広聴委員会(寒川文書館)

5月23日(月) 第l回調査 ・研究委員会(沖縄県公文書館)

5月26日(木) 第l回役員会(寒川文書館)

5月27日(金) 「東日本大震災被災地における公文書等の保全・保存に関する要望書」を全国知事

会等に提出

6月8日(水) I ["東日本大震災被災地における公文書等の保全 ・保存に関する要望書」を内閣総理

大臣に提出

6月9日(木) 第1回東日本大震災臨時委員会(京都府東京事務所)

6月17日(金) 第2回大会 ・研修委員会 (学習院大学)

7月2日(土) 第2回東日本大震災臨時委員会 (ルートイン花巻)

7月2日(土) 東日本大震災水損資料復旧プロジェク ト報告会 (旧釜石第一中学校他)(7月3日

まで)

7月8日(金) 調査・研究委員会臨時委員会(沖縄県公文書館)

7月8日(金) 公文書館機能普及セ ミナー m沖縄(沖縄県公文書館)

8月4日(木) 第2回広報 ・広聴委員会(京都大学)

8月25日 (木) 第2回役員会(高崎市立中央図書館)

8月29日(月) 陸前高田市役所被災公文書の救済活動(同市旧矢作小学校) (9月22日まで)

8月31日(水) 会報第90号を発行

8月31日(水) ARA&ICA/SPAエジンパラ国際会議2011に小川参与を派遣(9月2日まで)

9月9日(金) 第2回調査 ・研究委員会(沖縄県公文書館)

9月16日(金) 第3回大会 ・研修委員会 (高崎市立中央図書館)

10月22日(土) CITRA (ICA円卓会議)及び年次総会に佐々木理事を派遣(スペイン・トレド)(10 

月29日まで)

10月26日(水) 第4回大会・研修委員会 (高崎市総合保健センター)

10月26日(水) 第3回調査 ・研究委員会(高崎市総合保健センター)

10月27日(木) 第37回群馬大会(高崎市総合保健センター・ 高崎市立中央図書館 ・高崎シティ ギヤ

~28日(金) ラリー)

11月15日(火) EASTICA及びセ ミナーに佐々木理事を派遣(東京) (11月18日まで)

12月9日(金) 第3回広報 ・広聴委員会 (厚木市郷土資料館)

2月7日 (火) 第3回東日本大震災臨時委員会 (京都府総合資料館)

2月14日(火) 第5回大会 ・研修委員会(茨城県立歴史館)

2月23日(木) 専門職問題セミナーを開催 (群馬県立文書館)

2月23日(木) 第3回役員会 (京都府立総合資料館)

3月31日(土) 会報第91号を発行

3月31日(土) 会誌『記録と史料』第22号を発行

2 関東部会事業報告

( 1 )総会

第28回 平成23年 5月18日 (水) 戸田市文化会館
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( 2 )役員会

平成23年 4月28日(木) 戸田市立図書館 ・郷土博物館

( 3 )運営委員会

第 l回平成23年 5月18日(水)

第 2回平成23年11月29日 (火)

第 3回平成24年 3月21日(水)

戸田市文化会館

板橋区公文書館

戸田市郷土博物館

( 4 )会報『アーキピスト』の編集・発行

第76号(平成23年 9月発行)、第77号(平成24年 3月発行)

(5 )定例研究会

回数 | 開催日 | テーマ講師(所属)・会場

第261回 |平成お年 10講演「公文書管理条例~その必要性と内容~J
5月18日(水) I 早川和宏氏(大宮法科大学院大学准教授)

場所戸田市文化会館

第262回 I 6月4日(土) 10シンポジウム「歴史資料の保存と地方史研究j

-報告 1 I地方史研究の現状と課題」

桜井昭男氏(地方史研究協議会)

・報告 2I全国アンケートからみえてきた地域資料の保存状況」

福嶋紀子氏(全史料協関東部会)

-報告3 I自治体史編さん事業後の動向と自治体史の再検証J
保垣孝幸氏(東京都北区立中央図書館)

-報告4I広域ネットワークによる地域資料の保存と地方史研究

~県境を越えた結びつきから ~J

松下師一氏(徳島県松茂町歴史民俗資料館)

・全体進行 新井浩文氏(地方史研究協議会)

長谷川伸氏(全史料協関東部会)

.特記事項 :地方史研究協議会との共催

-場所 駒淳大学(東京都世田谷区)

-参加人数 140名(地方史研究協議会の人数も含む)

第263回 I 9月13日(火) 10テーマ「被災資料を復旧する~東京文書救援隊の考え方と技術~J
-報告 「被災資料を復旧する~東京文書救援隊の考え方と技術~J

木部徹氏(東京文書救援隊事務局/株式会社資料保存器材)

・場所 文京区駒込地域活動センター

-参加人数 39名

第お4回 111月29日(火) 10テーマ「公文書をめくる新たな時代~管理と保全~J
-報告 1I公文書管理法時代の幕開けとアーカ イブズ~全史料協群馬

大会の位置づけ-J
小高哲茂氏 (群馬県立文書館)

・報告2I全史料協群馬大会に参加して」

松村憲治氏(埼玉県立文書館)

-報告 3 I福島県相馬市・南相馬市における被災経験と地域資料の保

全」

渡部恵一氏(八王子市史編さん室)

-報告 4 I宮城県女川町の被災公文書の救済~群馬県立文書館の活動

記録-J
岡田昭二氏・瀧沢典枝氏(群馬県立文書館)

・場所板橋区公文書館

-参加人数 25名
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回 数 開催日 テーマ・ 講師 (所属) ・会場

第265回 平成24年 0テーマ [平和祈念展示資料館における資料保全活動」

3月7日 (水) -施設見学 毛塚万里氏(平和記念展示資料館学芸員)

-報告 1I平和記念展示資料館の概要について」

若月憲夫氏(側乃村工義社ppp事業部運営管理部プラン

ニングディレクター)

-報告 2 I所蔵資料の保存管理や利用についてj

毛塚万里氏(平和祈念展示資料館学芸員)

加藤つむぎ氏(平和祈念展示資料館学芸員)

-場所 平和祈念展示資料館、新宿区角筈地域センター

-参加人数 28名

( 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.jsai-kanto.jp/ (平成24年 4月 1日から左記へ移転)

( 7 )会員数(平成24年 8月31日現在)

機関会員 50 個人会員 118 計168

3 近畿部会事業報告

( 1 )総会

第四回 平成23年 6月3日(金) 福井県文書館

( 2 )例会

回数 開催日 テーマ ・講師(所属) ・会場

第111回 平成23年 0テーマ「記録の精査でここまでわかるーアーカイフ守ズ、とガバナンスー」

6月3日 (金) 講師赤井伸郎氏(大阪大学)

場所福井県文書館

第112回 7月21日 (水) 0テーマ 「オープンソースのアーカイブ資料管理情報システム

日本語化の取り組みと試用実践の一例 J 

講師 五島敏芳氏 (京都大学研究資源アーカイ ブ ・デジタルコ レク

ションアーキビスト)

場所近畿大学東大阪キャ ンパス

第113回 11月18日 (金) 0テーマ 「史料センターの歩みと史料の公開についてj

講師 井岡康時氏 (奈良県立同和問題関係史料センター)

場所奈良県立同和問題関係史料センター

第114問 平成24年 0テーマ 「市町村立公文書館について一三豊市文書館を参考に一」

l月27日(金) 講師 宮田克成氏(三豊市文書館)

場所大阪市城北市民学習センター

( 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)

No45 平成23年10月

No46 平成24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)

No98 平成23年5月、 No99 平成23年6月、No100 平成23年10月、 No101 平成23年12月



( 4 )役員会

平成23年4月22日 (金)

( 5 )運営委員会

第 I回平成23年 4月15日(金)

第 2回平成24年3月9日(金)

( 6 )テーマ研究会

奈良県立図書情報館

奈良県立図書情報館

員塚市民図書館

ア)近世古文書研究会 世話人 :島津良子
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回数 開催日 テーマ ・講師 (所属) ・会場

第94回 平成23年 0テーマ「自治体における文書保存の現状と課題」

12月3日 (土) 講師小林丈広氏(奈良大学)

場所奈良県婦人会館

第95回 平成24年 0テーマ 「生駒市古文書調査について」

1月14日 (土) 講師錦好見氏 (生駒市教育委員会生涯学習課)

場所奈良県婦人会館

イ)公文書研究会 世話人:和田義久

l 開催日 テーマ・講師 (所属) ・会場

平成24年 |第114回例会と 同じ

l月27日 (金)

( 7 )会員数(平成23年 9月1日現在)

機関会員 23 個人会員 70 計93 (通信会員 :10名)




