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全史料協乙の 1年 l 
以下は、平成25年度(平成25年4月~平成26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。

役員会・各委員会

5月14日(火) 第 l回大会・研修委員会(筑波大学東京キャンパス)

5月20日(月) 第 l回調査 ・研究委員会(北海道立文書館)

5月22日(水) 第l回広報・広聴委員会(寒川文書館)

6月5日(金) 第1回役員会(広島県立文書館)

7月24日(水) 第2回大会・研修委員会(学習院大学)

8月9日(金) 第2回広報・広聴委員会 (藤沢市文書館)

8月26日(月) 公文書館機能普及セミナー(北海道立文書館)

8月27日(火) 調査・研究委員会頭時委員会(北海道立文書館)

9月30日(月) 会報第94号を発行

11月13日 (水) 第2回調査・研究委員会 (東京都豊島区池袋)

11月14日 (木) 第39回東京大会(学習院創立百周年記念会館)

~15 日 (金)

11月15日(金) 第3回広報・広聴委員会(学習院創立百周年記念会館)

2月17日(月) 第3回大会・研修委員会(筑波大学東京キャンパス)

2月21日(金) 第2回役員会(広島県立文書館)

3月31日(月) 会報第95号を発行

3月31日(月) 会誌 『記録と史料』第24号を発行

2 関東部会事業報告

(1)総会

第30回平成25年 6月12日(水) 埼玉会館

( 2 )役員会

第 l回平成25年 6月12日 (水) 埼玉会館

第2回平成26年 3月5日(金) 埼玉県立文書館

(3 )運営委員会

第 1回平成25年 5月15日 (水) 埼玉県立文書館

第 2回平成25年 9月3日(火) 埼玉県立文書館

第3回平成26年 2月7日(金) ふるさと府中歴史館

(4 )会報『アーキピス ト』の編集 ・発行

第80号(平成25年 9月発行)、第81号(平成26年 3月発行)
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( 5 )定例研究会

第271回 平成25年 -講演「固と地方の公文書管理

6月12日 (水) ~公務員の公文書管理意識を改善するために~J

片山善博氏(慶懸義塾大学教授)

-場所埼玉会館

-参加人数 65名

第272回 7月26日 (金) 0テーマ 「地域歴史研究とアーカイフゃズ

一飯田市歴史研究所を事例としてーj

-報告 1I歴史研究所の概要」

北原康彦氏 (副所長)

-報告 2I地域との連携について」

北村安裕氏(研究員)

-報告 3I歴史研究所における歴史資料保存運動」

安岡健一氏(研究員)

-報告 4I飯田下伊那の歴史研究と資料保存の今」

前j畢健氏(客員研究員)

-場所飯田市歴史研究所

-参加人数 12名

第273回 10月l日 (金) 0テーマ 「全史料協の今一市町村公文書館の役割を考える一」

-報告 1I川崎市公文書館の取り組みについて」

森部隆氏(川崎市公文書館)

-報告 2I公文書館の設置に向けてj

峰尾岳史氏(相模原市総務局総務部情報公開課)

-場所川崎市公文書館

-参加人数 38名

第274回 12月20日 (金) 0テーマ 「図書館における資料保存 ・活用と学芸員活動」

-報告 1I小田原市史編さん終了後の資料保存」

曽我勉氏(小田原市立図書館)

-報告 2I図書館における学芸員の役割」

鈴木一史氏(小田原市立図書館)

-施設見学 小田原市立図書館、 小田原文学館

-場所小田原市郷土文化館

-参加人数 28名

第275回 平成26年 0テーマ「多摩地域の自治体史編纂とアーカイブズ」

2月7日(金) -施設見学

-報告 1Iふるさと府中歴史館の概要と経緯について」

庄司明白氏(ふるさと府中歴史館)

-報告 2I狛江市史編纂の経緯について」

宇佐美哲也氏 (狛江市史編さん室)

-場所 ふるさと府中歴史館

-参加人数 31名

( 6 )ホームページの運営

全史料協関東部会のホームページについてはシステムプログラム自体を交換したため、現在

更新作業を進めている。 URL:ht叩t申p: //μ/www.js鈎叩a幻1-一北-kant巾tωO仏.必/
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( 7)会員数 (平成26年 8月31日現在)

機関会員 48 個人会員 117 計165

3 近畿部会事業報告

(1)総会

第四回 平成25年6月21日(金) 徳島県立文書館

( 2 )例会

第120回 平成25年 0テーマ「記録を生かすためのしくみづくり

6月21日(金) ーアメリカ議会による政府の記録管理を中心に一」

講師 岡本哲和氏(関西大学政策創造学部教授)

場所徳島県立文書館2階講座室

第121回 7月19日 (金) 0テーマ「大阪人権博物館の現状と今後の課題」

講師吉村智博氏(大阪人権博物館学芸員)

場所大阪人権博物館

第122回 9月13日 (金) 0テーマ「東寺百合文書デジタル化事業について」

講師 岡本隆明氏(京都府立総合資料館歴史資料課)

場所京都府立総合資料館

第123回 10月16日(火) 0テーマ「公文書の現状と課題」

講師松岡資明氏(日本経済新聞社記者)

場所滋賀県庁7階会議室

第124回 平成26年 0テーマ 「大阪における地域史料保存・活用の現状と課題」

2月25日 (金) 講師松岡弘之氏(大阪市史料調査会)、

島田克彦氏(桃山学院大学)

場所大阪市総合生涯学習センター (梅田)

( 3 )会報等の発行

1 )会報 rNetworkJ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)

No.49 平成25年11月

No.50 平成26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.l08 平成25年 5月、No.l09 平成25年 6月、No.110 平成25年 8月、 No.l11 平成25年 9月

No.112 平成25年12月、 No.113 平成26年 2月、No.114 平成26年 2月

(4 )役員会

平成25年 4月27日(金) 京都府立総合資料館

( 5 )運営委員会

第 l田 平成25年 4月26日 (金)

第 2回平成26年 3月20日 (木)

京都府立総合資料館

京都府立総合資料館
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( 6 )テーマ研究会

ア)近世古文書研究会 世話人:島津良子

第99回 平成26年 0テーマ「高野文化圏における史料保存の可能性と課題」

1月18日(土) 講師 森本一彦氏(高野山大学密教文化研究所受託研究員)

場所奈良県婦人会館

第100回 3月l日(土) 0テーマ「歴史学とアーカイブ

一特定歴史公文書を利用に供すということ一」

講師村上由佳氏(国立公文書館)

場所奈良県婦人会館

イ)公文書研究会 世話人'和田義久

l 平成25年 |第123回例会と同じ

10月16日 (火)

( 7 )会員数(平成26年 9月l日現在)

機関会員 18 個人会員 71 計89 (通信会員 :9名)




