
団体名 代表者 〒 住所

市久会 坪井章
700-
0961

岡山県岡山市北長瀬本町25番14-5号

宇喜多家史談会 柴田一
700-
0826

岡山県岡山市北区磨屋町6-28光珍寺
内

公益財団法人岡山県郷土文化財
団

波田善夫
700-
0813

岡山県岡山市北区石関町2-1

岡山市観光ボランティア活動連絡
会

木梨厚忠
700-
0823

岡山県岡山市北区丸の内2-3-1

岡山藩郡代 津田永忠顕彰会 小嶋光信
702-
8004

岡山県岡山市中区江並79-20株式会社
あらい建設内

岡山民俗学会 難波俊成

岡山歴史研究会 天野勝昭
701-
1332

岡山県岡山市北区平山844-86山本宅

おかやま歴史探訪の会 平岩鉄也
709-
0205

岡山県岡山市南区妹尾2361-44平岩宅

おふくの会 杉山真子
700-
0825

岡山県岡山市北区田町1-10-28セントラ
ルホテル岡山内

カルチャーゾーンまちづくりの会 大河原喬
700-
0812

岡山県岡山市北区出石町2-3-6

吉備津三味線餅つき保存会 秋山民生
701-
1341

岡山県岡山市北区吉備津1514難波宅

吉備特殊器台復刻プロジェクト実行
委員会

松畑熙一
700-
0822

岡山県岡山市北区表町3-9-30ヒロチカ
シゲキャラリー内

吉備の中山を守る会 熊代建治
701-
1211

岡山県岡山市北区一宮1043吉備津彦
神社内

吉備歴文会 近重博義
700-
0822

岡山県岡山市北区表町3-9-30ヒロチカ
シゲキャラリー内

郷土の歴史を語る会 松井康夫
709-
0631

岡山県岡山市東区東平島722松井宅

声を出して子供と共に論語を読む
会

大河原喬
701-
0205

岡山県岡山市南区妹尾2361-45平田宅

古代吉備国を語る会 出宮徳尚
700-
0985

岡山県岡山市北区厚生町2-12-20-803
出宮宅

古代吉備探訪会 上原通弘
703-
8261

岡山県岡山市中区海吉1,898-64上原宅

瀬戸町の文化財を語る会 横田貢
709-
0861

岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸268-5横
田宅

先史古代研究会 丸谷憲二
702-
8002

岡山県岡山市中区桑野504-1山崎宅

高松歴史を楽しむ会 三垣英二
701-
1345

岡山県岡山市北区新庄上128三垣英二
宅

造山古墳蘇生会 定廣好和
701-
1344

岡山県岡山市北区新庄下940定廣宅

戸川・板倉時代研究会 柴田一
701-
0153

岡山県岡山市北区庭瀬707松林寺内

備中高松城址保興会 横田俊司
701-
1335

岡山県岡山市北区高松483横田宅

宮内踊保存会 上原進
701-
1341

岡山県岡山市北区吉備津1,684-4上原
宅

矢坂山を語る会 坪井章
700-
0961

岡山県岡山市北長瀬本町25番14-5号

楯築遺跡保存会 赤木勇
701-
0101

岡山県倉敷市日畑923-2赤木宅

中島学区郷土を学ぶ会 応武孝義
710-
0803

岡山県倉敷市中島586応武宅
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中庄の歴史を語り継ぐ会 戸板啓四郎
710-
0016

岡山県倉敷市中庄1268戸板宅

備中倉敷学 村田隆禅
710-
0055

岡山県倉敷市阿知2丁目25-22観龍寺
内

星と太陽の会 佐藤光範
710-
0004

岡山県倉敷市西坂602佐藤宅

医王山城跡保存会 早瀬英志
708-
1105

岡山県津山市吉見1012長瀧宅

岩屋城を守る会 北恵兆
709-
4605

岡山県津山市坪井上585北宅

神楽尾城跡保存協力会 日笠収
708-
0012

岡山県津山市下田邑1326土居宅

荒神山城跡保存会 義根好幸
708-
0866

岡山県津山市荒神山31-1金谷宅

田邊城保存会 田邊九吾
709-
4613

岡山県津山市宮尾645田邊宅

美作の中世山城連絡協議会 後山富士水
708-
1105

岡山県津山市吉見1012長瀧宅

美作の歴史を知る会 宮澤靖彦
708-
0822

岡山県津山市林田784

矢筈城跡保存会 児玉收司
709-
3923

岡山県津山市加茂町桑原636-1児玉宅

田井歴史研究会 宮田泰子
706-
0001

岡山県玉野市田井1-6-8岡部宅

波知獅子舞保存会 広畑信夫
706-
0223

岡山県玉野市八浜浜知952広畑宅

今井を訪ね・語ろう会 小寺主
714-
0022

岡山県笠岡市今立2587-1笠岡市今井
公民館内

大島郷土史研究クラブ 浅野祐三
714-
0033

岡山県笠岡市大島中7264大島公民館
内

笠岡市観光ガイドボランティア 長安顕義
741-
0043

岡山県笠岡市横島1205

金浦歴史研究会 北村卓士
714-
0055

岡山県笠岡市江浜2066笠岡市金浦公
民館

北川の昔を訪ねる会 森山上志
714-
0001

岡山県笠岡市走出2146森山上志宅

にいやま「文化を楽しみ育てる会」 高木浩朗
714-
0007

岡山県笠岡市山口1745

吉備路ボランティア観光ガイド協会 根馬弘文
719-
1124

岡山県総社市三須825-1吉備路観光案
内センター

高梁方谷会 金岡誠
716-
0043

岡山県高梁市原田北町1203-1高梁市
文化交流館内

大佐方谷会 岡田克三
719-
3503

岡山県新見市大佐小阪部1469

新見庄中世たたら学習実行委員会 橋本正純
718-
8501

岡山県新見市新見310-3新見市教育委
員会

備前市観光ボランティアガイド協会 片山伸栄
705-
8558

岡山県備前市東片上230備前市観光ボ
ランティアガイド協会

備前福岡史跡保存会 平原順二
701-
4265

岡山県瀬戸内市長船町福岡814-4平原
宅

岡山中世史研究会 田中修實
709-
0827

岡山県赤磐市山陽1-3-24田中修實宅

郷土の歴史を学ぶ会 福島至誠
709-
0827

岡山県赤磐市山陽4-8-7福島至誠宅

熊山遺跡群調査・研究会 出宮徳尚
701-
2503

岡山県赤磐市周匝1032清水紀子宅
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山中一揆義民顕彰会 植木紋次郎
717-
0416

岡山県真庭市仲間1683植木紋次郎宅

三星城跡保存会 高田紀康
707-
0003

岡山県美作市明見304水島德義宅

津田永忠事蹟和気町顕彰会 大森良道
709-
0411

岡山県和気郡和気町吉田86-2有吉貢
宅

日上山を守る会 小坂正
708-
0311

岡山県苫田郡鏡野町寺和田1475小坂
正宅

久米南町偉人顕彰会 恒弘平衛
709-
3614

岡山県久米郡久米南町下弓削446-2

賀陽歴史顕彰保存会 中野進
716-
1131

岡山県加賀郡吉備中央町上竹1740中
野進宅
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年

年

＊

＊

年
年

団体の名称 市
イチ

久
キュウ

会
カイ

設立 平成20年（2008年）

〒700-0961 岡山県岡山市北長瀬本町25番14-5号

氏名 坪井章 役職 代表

電話 086-252-0007 FAX 086-252-0007

e-mail tsuboi@ballade.plala.or.jp

代表者名 坪井章 肩書 代表

会員数（概数） 30名（平成25年7月現在）

会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会

ホームページ 有 http://tsuboigenzaemon.wordpress.com/

会則 有

団体の目的

　市久会は、平安時代末期に誕生した市久保（地名）に由来し、江戸時代に北長瀬となった。地域の歴史
を調べると共に親睦を図り、地域の活性化に貢献することを目的とする。

総会・例会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 任意 参加費 無 一般参加 有

見学会 任意 参加費 有 一般参加 有

補足 　花見会、芋煮会、小学生対象に舟遊さんを開催

機関誌 無

本、パンフレット、しおり類の発行 有

著書名 『北長瀬物語』 定価 2,000円 在庫 有

著書名 『市久物語』 定価 500円 在庫 有

調査票記入者 坪井章（代表） 記入日 平成25年7月22日

団体の名称 宇喜多家史談会
設立 平成13年（2001年）10月

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町6-28光珍寺内
氏名 石渡隆純 役職 事務局長
電話 086-222-2028 FAX 086-222-2029
代表者名 柴田一 肩書 会長
会員数（概数） 120名（平成24年8月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 2,000円 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的
　戦国大名の宇喜多家を顕彰
行事

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 1回 参加費 無 一般参加 有

機関誌 有 名称 宇喜多家史談会会報 現在 43号
発行 年 4回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 無

調査票記入者 石渡隆純（事務局長） 記入日 平成24年9月10日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

＊
＊
＊

年

年

年

団体の名称 公益財団法人岡山県郷土文化財団

設立 昭和54年（1979年）10月
〒700-0813 岡山県岡山市北区石関町2-1

電話 086-233-2505 FAX 086-232-4329
e-mail o-bunka@utopia.ocn.ne.jp
代表者名 波田善夫 肩書 理事長
会員数（概数） 3,000名（平成25年7月現在）

会費(年額) 1年2,500円  3年6,500円  5年10,000円  （家族会員団体会員有）
入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www.o-bunka.or.jp/

会則 有

団体の目的

　郷土おかやまの優れた自然や文化的遺産の保護、保存及びその利用促進を図るとともに、本県ゆかりの
先賢の顕彰並びに伝統に根ざした地域文化の創造により、「うるおい」と「やすらぎ」のある郷土づくり
を目指して活動しています。

行事 　現地研修会、郷土文化講座、会品作品展、「岡山後楽園で能をたのしむ会」など
講演会 年4回 参加費 会員500円　一般900円 一般の参加 有
見学会 年4回 参加費 有(その都度変動） 一般の参加 有
会報 有 名称 『きび野』 現在 130号

発行 年4回 会員の場合 会員情報「お知らせ」等とともに定期送付
補足 　広報誌のため図書館等の公共機関に送付。

本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『岡山後楽園史』 定価 19,000円 在庫 有
著書名 『おかやまの味』 定価 2,000円 在庫 有
著書名 『岡山の町並み』 定価 2,940円 在庫 有

補足 　犬養木堂記念館、岡崎嘉平太記念館それぞれに出版物あり。
　吉備人出版の出版物は会員割引あり、会員には案内送付。
調査票記入者 三村典子（書記） 記入日 平成25年8月8日

団体の名称 岡山市観光ボランティア活動連絡会

設立 平成9年（1997年）7月

〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内2-3-1

氏名 木梨厚忠（平成25年度） 役職 会長

電話 086-224-1166 FAX 086-225-2097

e-mail vo1@okayama-kanko,net
代表者名 木梨厚忠（平成25年度） 肩書 会長

入会方法 (社)おかやま観光コンベンション協会が募集

会員数（概数） 106名（平成25年9月現在）

ホームページ http://www.okayama-kanko.jp/
会費 無 入会金 無

会則 有

団体の目的

　岡山市及び(社)おかやま観光コンベンション協会の観光活動方針に従い計画した各種の観光ボランティ
ア活動の展開を通して「吉備の国岡山」の観光大使としての責務を果たし、観光岡山の売り込みに寄与す
ることを目的とする。

行事

総会・例会 12回 参加費 無 一般参加 無

講演会 2～3回 参加費 無 一般参加 無

見学会 2回 参加費 無 一般参加 無

　岡山城、後楽園、吉備津彦神社等に関する勉強会（講演）の実施、県内・県外の観光ボラン
ティア団体との交流を通じガイド力の向上
機関誌 無

本、パンフレット、しおり類の発行 有

　見て歩きマップ3部（城下町、岡山まちなか、旭川東部操山）を作成、観光客に配布活用、一部、英語、
中国語、台湾語、韓国語に翻訳し観光客に配布活用

調査票記入者 木梨厚忠（会長） 記入日 平成25年9月23日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年 年 年

＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊

団体の名称 岡山藩郡代 津田永忠顕彰会
設立 平成8年（1996年）12月

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並79-20株式会社あらい建設内
氏名 洗井健一 役職 岡山藩郡代津田永忠顕彰会事務局
電話 086-277-6121 FAX 086-277-6156
e-mail ken-arai45223@arai-gr.co.jp
代表者名 小嶋光信 肩書 会長
会員数（概数） 130名（平成24年8月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www.okayama-world-heritage.com/

会則 有

団体の目的

　近世岡山藩政の確立に多大な功績を残した岡山藩郡代津田永忠の業績を顕彰し、その事蹟と精神を後世
に確実に継承していくための事業を、１人でも多くの市民・県民の参加と協力のもとに行うこと。

講演会 1～2回 参加費 無 一般参加 有

　年4～5回ほど定例幹事会を開催、年1回の研修旅行（全国サミットへの参加）、研修催事などを年数回開
催。

機関誌 有 名称 「知行合一」
発行 年 2回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 岡山藩郡代津田永忠顕彰会三好（事務局サポート） 記入日 平成24年9月10日

団体の名称 岡山民俗学会
設立 昭和23年（1948年）12月

氏名 難波俊成 役職 理事長
電話 FAX
代表者名 難波俊成 肩書 理事長
会員数（概数） 150名（平成24年10月現在）

会費 年額 4,000円 入会金 2,000円 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的
　郷土の民俗文化を調査研究し、文化の向上発展に資することを目的とする。
行事 ○各地の民俗調査（随時）　　　　○岡山民俗館の資料整理等

総会 1回 例会 4回 講演会 1回

　○総会の日、研究発表（4人）、講演会を催す。○例会、年4回（7,9,11,2月）1回2人研究発表、一般参
加300円○みんぞく読書会、月2回年22回ほど、一般参加有（参加費なし）

機関誌 有 名称 『岡山民俗』 現在 233号
発行 年 1回 会員の場合 無償

補足 　『会報』は『岡山民俗』の巻末につけていたが分離し、年2回発行している。
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『奥津町の民俗』 在庫 有
著書名 『奈義町滝本の民俗』 定価 1,500円 在庫 有
著書名 『岡山民俗館－民具100選－』 定価 800円＋税 在庫 有
近著 『干拓地・政田の民俗』 定価 1,500円 在庫 有

補足 その他多数
著書名 『井原市史－民俗編－』 井原市史編集委員会

著者 会員20名執筆 定価 1,500円
著書名 『倉敷市呼松の御佐曽宇行事』 倉敷市教育委員会

著者 吉原睦 定価 1,000円
著書名 『岡山県の会陽の習俗』 岡山県教育委員会

著者 会員10名が調査に参加、執筆 定価 1,500円
調査票記入者 次田圭介（名誉理事長） 記入日 2013/8/6（修正）
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年

年
年

団体の名称 岡山歴史研究会

設立 平成22年（2010年）10月
〒701-1332 岡山県岡山市北区平山844-86山本宅

氏名 山本敦 役職 事務局長
電話 086-287-6226 FAX 086-287-6226
e-mail info@okareki.net
代表者名 天野勝昭 肩書 会長
会員数（概数） 260名（平成25年8月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ http://b.okareki.net/

会則 有

団体の目的
　本会は、歴史愛好家のための団体として、同好の士の相互交流と友好親睦を図りつつ、情報交換や成果
の発表並びに研究への支援・協力に資することを目的とする。　　　　　　　　　　活動基本方針
（１）会員それぞれの研究活動、他団体における活動は自由を旨とし、情報交換や成果の発表につなぎ、
会報の発行や研究成果の刊行を進めます。
（２）歴史愛好家のための独立した団体として活動するとともに、岡山県内の歴史愛好家団体との連携、
交流、友好、親睦を図ります。
（３）「全国歴史研究会」本部の傘下、連携団体として、全国の同好の士との交流も積極的に進め「岡山
歴史研究会」の成長、発展を図ります。

行事
総会・記念講演会 年 1回 参加費 無 一般参加 有

「歴研サロン」 数回 参加費 500円 一般参加 有
探訪会 3回 参加費 4～5千円 一般参加 有

補足
　「歴研サロン」は、会内外の講師による講演、パネルディスカッション等を開催
機関誌 有 名称 『歴研おかやま』 7号（平成25年8月現在）
発行 年 3回 会員の場合 無償

補足 　岡山県内の全公立図書館に展示
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 山本敦（事務局長） 記入日 平成25年8月15日

団体の名称 おかやま歴史探訪の会
設立 平成12年（2,000年）10月

〒709-0205 岡山県岡山市南区妹尾2361-44
氏名 岩本潤一 役職 事務局担当
電話 086-282-5092 FAX 086-282-5092
代表者名 平岩鉄也 肩書 会長
会員数（概数） 80名（平成24年1月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 運営委員の紹介のみ
会則 有

団体の目的

　会の発足は元々、岡山県メロウ学院歴史探訪講座1期2年9期で終了、その講座が終了後ＯＢ会をつくっ
た。その後途中から運営委員の紹介に限り入会を認めて現在に至る。郷里の歴史と文化と県内及び県外に
も出掛け、生涯学習として「生きがいつくり、健康つくり、同志の絆つくり」などを趣旨とし、歴史と文
化の遺跡を訪ね、現地、現物確認と再認識をする。

行事 　現地の歴史、文化遺産を訪ねる。
総会・例会 1回 参加費 無 一般参加 無

見学会 4回 参加費 実費 一般参加 無

　企画、運営は運営委員の協議で決め準備する。年間の探訪地の予定を初めに通知し、実施約1ヶ月半程度
前に行程等を全会員に送付し、参加を確認し実施する。

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 平岩鉄也（会長） 記入日 平成24年10月10日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

団体の名称 おふくの会
設立 平成22年（2010年）2月

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-28セントラルホテル岡山内
氏名 杉山真子 役職 会長
電話 086-222-2121 FAX 086-222-2160
e-mail o-fuku@excite.co.jp
代表者名 杉山真子 肩書 会長
会員数（概数） 6名（平成24年10月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
会則 無

団体の目的

　「宇喜多家の女性を通じて見る歴史」を探求したいという思い。郷土備前岡山の礎を築いた宇喜多一族
への敬意に加えて、歴史の陰に隠れたように多くを語られることはない女性達の姿も同じ女性としての眼
と心をもって見つめていきたいとの思いです。

行事 　年2回、講演会（2月頃）とウキフェス参加（10月：宇喜多フェスティバル）です。
講演会 1回 参加費 無 一般参加 有

機関誌 無
調査票記入者 杉山真子（会長） 記入日 平成24年10月3日

団体の名称
カルチャーゾーンまちづくりの会

（略称：カルまちの会）
設立 平成20年（2008年）

〒700-0812 岡山県岡山市北区出石町2-3-6

氏名 松下凡
ボン

求
キュウ

子
ウシ

（邦雄） 役職 事務局長

電話 086-221-3782

代表者名 大河原
オオカハラ

喬 肩書 会長

会員数 18名（平成24年8月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　岡山城の周辺に文化施設が集中している地域がある。これらがある９つの町内（中出石町・上出石町・
下出石町・石関町・天神町・天神町南・兵団・弓之町・鷹匠町）会長らが中心となり、カルチャーゾーン
まちづくりの会を平成20年に結成した。
それらの施設はシンフォニーホール、オリエント美術館、県立美術館、岡山後楽園、県立博物館、岡山
城、天神プラザ、更に私設の夢二郷土美術館、林原美術館等で、岡山ではトップクラスの文化施設を持っ
たカルチャーゾーンを呈している。
こうした歴史、文化施設を最大限に活かす目的で岡山の町づくりの活動を始めた。

行事
総会・例会 年5回
調査票記入者 大河原喬（会長） 記入日 平成24年8月27日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年
年
年

団体の名称 吉備津三味線餅つき保存会
設立 昭和46年（1971年）頃

〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津1514
氏名 難波安男 役職 副会長
電話 086-287-3105
e-mail yasuonan@mocha.ocn.ne.jp
代表者名 秋山民生 肩書 会長
会員数（概数） 26名（平成24年4月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
会則 有

団体の目的

　江戸時代中期から伝わる吉備津地区固有の伝統文化が一時途絶えていたものを復活させ、永く保存する
とともにその普及を図り郷土の紹介と活性化に努めること

行事
　正月三が日の吉備津神社新春餅つきをはじめ年10回前後のイベントに出演

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
補足 　小学校児童を対象に三味線、太鼓の指導を行っている
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 難波安男（副会長） 記入日 平成24年9月21日

団体の名称
吉備特殊器台復刻プロジェクト実行委員会

（略称：特殊器台の会）
設立 平成24年（2012年）4月

〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3-9-30ヒロチカシゲキャラリー内
氏名 近重博義 役職 事務局
電話 086-231-4557
e-mail kibi@j-artrelations.com
代表者名 松畑熙一 肩書 会長
会員数（概数） 30名（平成25年7月現在）
会費 年額 5,000円 入会金 2,000円 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://kibi33.com/tokushu/

有 適宜 一般参加 有

会則 有

団体の目的

参加費 有 適宜 一般参加

　本委員会の目的はこの「吉備特殊器台」の復刻作成を各分野の専門家のアドバイスのもと参加表明され
たより多くのメンバーによって試みようとするものです。常識ですが、二千年前に遡っても倭国のもっと
も豊潤で安全な国だったことを疑うことができません。祭政一致の時代においてそのシンボルともいえる
吉備特殊器台の価値を多くの皆さんにお伝えすることに大きな意義を感じます。これまで吉備特殊器台の
復刻は専門分野においても行われておりませんが、私たち実行委員会では、より忠実な形での復刻実現を
果たすことにより、広くその存在の意味と認知度を高めることを目的とします。そして、それが多くの岡
山県民の心にその末裔たる誇りと自信を醸成し「ふるさと吉備」再構築への情勢となって「すばらしい吉
備の未来」に繋がることを願うものです。

行事
総会・例会 1回 参加費

有
見学会 4回 参加費 有 適宜 一般参加 有
講演会 2回

補足 　復刻のための、勉強会、土採集、成形、焼成など各イベントを計画
機関誌 無
調査票記入者 近重博義（理事：事務局） 記入日 平成25年8月6日

－8 －

岡山県歴史関連団体調査 第一次調査（2012.3-2013.8）訂正版 2014年8月6日差替え版

岡山歴史研究会



岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊
＊

＊

年

団体の名称 吉備の中山を守る会
設立 平成15年（2003年）2月

〒701-1211 岡山県岡山市北区一宮1043吉備津彦神社内
氏名 熊代建治 役職 会長
電話 086-284-6914 FAX 086-284-6021
e-mail kenji@misuzugakuen.co.jp
代表者名 熊代建治 肩書 会長
会員数（概数） 178名（平成25年5月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://kibinonakayama.com/

会則 有

団体の目的

　吉備の中山とその周辺の史跡・遺跡・伝承・自然などの保護・顕彰・活用に努めるとともに、会員相互
の親睦を図り、地域の活性化に貢献することを目的とする。

行事

　温羅の花祭り、総会、きび日子まつり、吉備の国こども太鼓フェスチバル、磐座めぐり、龍神まつり、
県外研修視察（年2回）

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 1回 参加費 無 一般参加 無
見学会 2回 参加費 有 一般参加 無

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『吉備の中山散策のしおり』 定価 300円 在庫 無
著書名 『魅力ある地域づくりへの挑戦』 定価 1,000円 在庫 無
関係する本 有

著書名 『吉備の中山を歩く』 日本文教出版
著者 熊代哲士　　熊代建治 定価 900円 在庫 有

調査票記入者 熊代建治 記入日 平成24年9月3日

団体の名称 吉備歴文会
設立 平成23年（2011年）4月

〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3-9-30ヒロチカシゲキャラリー内
氏名 近重博義 役職 代表
電話 086-231-4557
e-mail kibi@j-artrelations.com
代表者名 近重博義 肩書 代表世話人
会員数（概数） 80名（平成24年9月現在）

会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://kibi33.com/kibiyamato/

会則 無

団体の目的

　ーそうだったのかー”歴史の真相を知り、未来への洞察力を養う講座”近藤先生（岡大）の研究成果な
どにより、古代、吉備（岡山）は日本の中心地のひとつであったことが明らかになってきました。その論
争にむかっていよいよ本命「邪馬台国吉備説」を中心に古代史への議論を深めて参りましょう。「謎解
き」の課程において「日本人」の本質に迫ることが多くの方々の興味共感を得るものと信じています。ま
た、の文化遺産の再発見をすすめ、郷土へのより深い誇りと愛情を醸成し、ひいては県内の観光産業の興
隆の一助となればなによりの幸いです。

行事
総会・例会 12回 参加費 約1,000円 一般参加 有
補足 　講師講座、野外勉強会、旅行etc.
機関誌 無
調査票記入者 近重博義（代表世話人） 記入日 平成24年10月5日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

団体の名称 郷土の歴史を語る会

設立 昭和63年（1988年)4月
〒709-0631 岡山県岡山市東区東平島722

氏名 松井康夫 役職 代表
電話 086-297-2701
代表者名 松井康夫 肩書 代表
会員数（概数） 8名（平成25年8月現在）

会費 年額 3,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 無

団体の目的

　郷土の歴史の研究、保存、記録、伝世、平島物語、平島の祭りと行事、砂川物語と過去著書を発行し
た。

調査票記入者 松井康夫（代表） 記入日 平成24年8月

団体の名称 声を出して子供と共に論語を読む会
設立 平成12年（2000年）
〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2361-45論語を読む会事務局
氏名 平田昭彦 役職 事務局長
電話 080-5236-6800 FAX 086-222-1554

代表者名 大河原
オオカワラ

喬 肩書 代表世話人

会員数（概数） 40名
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的 　子供と共に論語を読み素読体験を得ること
行事

　廣常人世氏（岡大名誉教授）を講師として2時間後楽園鶴鳴館本館で冬休み、春休み、夏休み年3回実
施、今回で18回目（平成25年8月）となりました。

調査票記入者 大河原喬（代表世話人） 記入日 平成25年8月6日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年

＊

＊

＊

団体の名称 古代吉備国を語る会

設立 昭和44年（1969年）2月
〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町2-12-20-803出宮宅

氏名 出
デ

宮
ミヤ

徳
トク

尚
ヒサ 役職 会長

電話 086-222-7730 FAX 086-222-7730
代表者名 出宮徳尚 肩書 会長
会員数（概数） 非登録 参加 自由参加
会則 有

団体の目的

　広く市民一般とともに遺跡・遺物の見学会・公開勉強会・公開講演会等の活動を行い地域の古代史の啓
発と文化財保護意識の高揚を図り、もって地域史研究と文化財保護に資することを目的とする。

行事 　年6回以上の現地見学の例会と夏期特別講演会1回の開催　
総会・例会 6回 一般参加 有

講演会 1回 一般参加 有
補足 　例会・講演会とも資料通信用の実費受納

本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 例会・講演会資料

著書名 創立30周年記念誌『草莽
ソウモウ

』 無料 在庫 有

著書名 『吉備されど吉備』 在庫 無
調査票記入者 出宮徳尚（会長） 記入日 平成24年9月28日

団体の名称 古代吉備探訪会
設立 平成14年（2002年）4月

〒703-8261 住所 岡山県岡山市中区海吉1,898-64
氏名 上原通弘 役職 主宰者
電話 086-238-7635 FAX 無
e-mail takerube@wind.ocn.ne.jp
代表者名 上原通弘 肩書 主宰者
会員数（概数） 約70名（平成24年1月現在）
会費 1回1,000円（各回参加者のみ）
入会金 無
入会方法 随時入会受付
ホームページ 有 http://kodaikibi.web.fc2.com/

会則 無

団体の目的

　古代吉備国の遺跡を中心に探訪し、その歴史を検証する。また遺跡に限定せず、ルート近辺の名所旧
跡・磐座・滝・植物・特産物なども満喫し一日を堪能する会である。ＨＰに過去の例会写真あり。

行事 　月1回の例会(8月は休み)と、年1～2回県外のバスツアー、忘年会
例会 年11回 参加費 1,000円 一般参加 有

講演会 無
バスツアー 年1回 参加費 7,000円 一般参加 有
補足 　発掘の現地説明会への参加は随時案内あり、展示会の案内等もあり。
調査票記入者 上原通弘（主宰者） 記入日 平成24年3月1日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊
円

＊
円

＊
円

年
年
年

団体の名称 瀬戸町の文化財を語る会
設立 昭和40年（1965年）

〒709-0861 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸268-5
氏名 横田貢 役職 会長
電話 086-252-0109
代表者名 横田貢 肩書 会長
会員数（概数） 45名（平成25年8月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　会の運営により郷土の歴史を次世代に語り継ぐ事を目的とし、地域の住民が生活をしている地区の状態
を知って郷土愛を認識することを目的とする。

行事 毎月例会を行う
総会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会等 3回 参加費 無 一般参加 有
見学会等 2回 参加費 有 一般参加 有

補足
　公民館、観光文化協会と共催で行事を行う

本、パンフレット、しおり類の発行 有
補足 　必要に応じて発行
貴団体に関係する本 有

著書名 『瀬戸町歴史事典』
著者 瀬戸町教育委員会 定価 在庫 無

著書名 『瀬戸町地名考』
著者 矢部秋夫 定価 在庫 無

著書名 『瀬戸町歴史散歩』
著者 矢部秋夫 定価 在庫 無

調査票記入者 横田貢（会長） 記入日 平成25年8月15日

団体の名称 先史古代研究会
設立 平成21年（2009年）5月発足、平成25年4月組織改変

〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野504-1

氏名 山崎
ヤマサキ

泰二
ヤスジ 役職 事務局長

電話 086-276-6654 FAX 086-276-2241
e-mail senshi@bosaisystem.co.jp
代表者名 丸谷憲二 肩書 会長
会員数（概数） 40名（平成25年5月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www.hasukura.com/sensikodai.html
会則 無

団体の目的

　主に先史（有史に対比）を中心に身近な歴史や民俗に関する学び、視野を岡山から日本そして世界に向
けて。

行事 　例会、定期総会と講演会、探訪会
総会・例会 6回 参加費 実費 一般参加 有

講演会 1回 参加費 実費 一般参加 有
見学会 1回 参加費 実費 一般参加 有

補足 　総会時に講演会実施、年5回例会実施、年1回探訪会
機関誌 有 名称 『きび考』 現在 7号
発行 年 2回 会員の場合 無償

補足 　機関誌『きび考』を年2回発刊。投稿は会員外でも歓迎
本、パンフレット、しおり類の発行 無

補足 　会員の中には著作有
調査票記入者 山崎泰二（事務局長） 記入日 平成25年5月22日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊

団体の名称 高松歴史を楽しむ会
設立 平成9年（1997年）4月
　高松歴史を尋ねる会（昭和50年頃設立）の組織を発展的に継承した。

〒701-1345 岡山県岡山市北区新庄上128
氏名 三垣英二 役職 会長
電話 086-287-4538 FAX 086-287-4538
代表者名 三垣英二 肩書 会長
会員数（概数） 50名（平成25年3月現在）

会費 年額 1,500円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　郷土の歴史、民俗、風土、地理などをたずね会員の科学的歴史認識を深め地域に広報し、地域文化の向
上に寄与する。

行事
総会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 2～3回 参加費 無 一般参加 有
見学会 2～3回 参加費 有 一般参加 有

補足

　地域の文化遺産を調べ、地域の文化行事に研究物の展示をする。例年NHK大河ドラマに順応した講演会、
見学会も開催する。

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 三垣英二（会長） 記入日 平成25年3月18日

団体の名称 造山古墳蘇生会
設立 平成21年（2009年）5月

〒701-1344 岡山県岡山市北区新庄下940
氏名 定廣好和 役職 定廣好和
電話 086-287-4410 FAX 086-287-4410
代表者名 定廣好和 肩書 定廣好和
会員数（概数） 60名(平成25年8月）
会費 無 入会金 無 入会条件 数ヶ月の講習会を受講し会員になれる
ホームページ 有 http://townweb.e-okayamacity.jp/kamo-r/soseikai/soseikaimokuji.html

会則 有

団体の目的

　造山古墳及び周辺地域の整備促進を図り、保存に努め貴重な文化財資源を地域住民に「心のまほろば」
として共有し関心を深め、その存在を誇りに思い永く後世へ引継がれることを意図し、各種事業を実施
し、地域全体の活性化並びに地域住民の福祉向上を目指す。

行事
総会 年1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 年10回 参加費 無 一般参加 有
見学会 年2回 参加費 1回6,000円 一般参加 有
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『造山古墳鳥瞰図』 定価 500円 在庫 有

調査票記入者 奥田勝（造山古墳蘇生会ガイドリーダー） 記入日 平成24年8月27日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

＊

団体の名称 戸川・板倉時代研究会
設立 平成10年（1998年）1月

〒701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬707松林寺内
氏名 高橋宗哲 役職 事務局長
電話 086-293-0257 FAX 086-293-0257
代表者名 柴田一 肩書 会長
会員数（概数） 40名（平成24年9月現在）

会費 2ヶ月額1,500円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 無

団体の目的
　戸川達安、庭瀬藩、入府、400年を記念して、地域の歴史研究、地域の文化力向上を目指しています。
行事 研究会、歴史探訪の旅行

例会 6回 参加費 1,500円 一般参加 有
補足 　柴田会長の「飛鳥」での海上講話に参加
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

補足 　柴田会長の著作の紹介、「まちかど博」のパンフ配布
調査票記入者 高橋宗哲（事務局長） 記入日 平成24年9月10日

団体の名称 備中高松城址保興会
設立 明治42年（1909年)2月

〒701-1335 岡山県岡山市北区高松483
氏名 横田俊司 役職 会長
電話 086-287-2403 FAX 086-287-5877
代表者名 横田俊司 肩書 会長
会員数（概数） 岡山市立庄内小学校区全戸（約3,200戸）

会費 年額 一戸100円
会則 有

団体の目的
　備中高松城址水攻めの史蹟を保興し、城主清水宗治公の威徳を宣揚することを目的とする。
行事

総会 年1回
宗治祭 6月第一日曜日

ハス見学会 7月中旬
補足 　高松城趾公園資料館を運営

本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『備中高松城水攻めの検証』 定価 2,000円＋税 在庫 有

調査票記入者 横田俊司（会長） 記入日 平成24年4月15日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年
年
年

＊
＊
＊

団体の名称 宮内踊保存会
設立 昭和34年（1959年）

〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津1,684-4
氏名 上原進 役職 会長
電話 086-287-3016 FAX 086-287-3786
代表者名 上原進 肩書 会長
会員数（概数） 40名（平成24年9月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的
　岡山県指定重要無形民俗文化財（昭和34年）に指定され、次世代に継承する。
行事 　7月31日吉備津神社夏祭りへ奉納踊り

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
機関誌 無
調査票記入者 上原進（会長） 記入日 平成24年9月13日

団体の名称 矢坂山を語る会
設立 平成21年（2009年）

〒700-0961 岡山県岡山市北長瀬本町25番14-5号
氏名 坪井章 役職 代表
電話 086-252-0007 FAX 086-252-0007
e-mail tsuboi@ballade.plala.or.jp
代表者名 坪井章 肩書 代表
会員数（概数） 150名
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://tsuboigenzaemon.wordpress.com/

会則 有

団体の目的

　本会は、矢坂山とその周辺の史跡・遺跡・伝承・自然などの保護・顕彰・活用に努めるとともに，会員
相互の観睦を図り，地域の活性化に貢献することを目的とする。

行事
総会・例会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 任意 参加費 有 一般参加 有
見学会 任意 参加費 有 一般参加 有

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『富山城跡』 定価 500円 在庫 有
著書名 『宇喜多直家の街づくりとは』 定価 1,000円 在庫 有
著書名 『大野村誌（復刻）』 定価 1,000円 在庫 有

調査票記入者 坪井章（代表） 記入日 平成25年7月22日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

＊

＊

＊

＊

＊

団体の名称 楯築遺跡保存会
設立 昭和50年代、岡山大学による遺跡調査に伴って設立した

〒701-0101 岡山県倉敷市日畑923-2
氏名 赤木勇 役職 会長
電話 086-462-1959 FAX

代表者名 赤木勇 肩書 会長

会員数（概数） 楯築神社氏子

会費 無 入会金 無 入会方法 楯築神社氏子のみ
会則 無し

団体の目的

　千数百年に亘って氏神様として祀ってきた楯築神社について、昭和50年代岡山大学により発掘調査が行
われ、弥生時代後期(2世紀後半～3世紀前半)に造営された首長の墳丘墓であることが判明した。結果、国
の重要文化財の指定を受けた。そこで、さらに大事に保存していこうとして発足した。

行事

　毎月1回（第3日曜日　午前8時～10時）、楯築神社の境内およびご神体（亀石）＝孤帯文石（孤帯石）や
発掘調査で出土した朱が安置されている倉の周辺ならびに参道の草刈り、清掃活動を氏子が総出で行って
いる。秋まつりには幟を立てている。毎年元旦には新たに注連縄を飾り、氏子が全員集まってお経をあげ
るている。

機関誌 無し

関係する本 有り
著書名 楯築弥生墳丘墓の研究 楯築刊行会

近藤義郎 定価 8,000円
著書名 楯築弥生墳丘墓 吉備人出版

著者 近藤義郎 定価 1,680円
著書名 楯築遺跡 山陽新聞社(山陽カラーシリーズ3)

著者 近藤義郎 定価 980円
著書名 楯築遺跡と卑弥呼の鬼道 吉備人出版

著者 薬師寺慎一 定価 1,200円
著書名 吉備の弥生大首長墓楯築弥生墳丘墓 新泉社

著者 福本明 定価 1,500円＋税
調査票記入者 楠敏明（氏子） 記入日 平成25年8月25日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊

＊

年
月
年

＊

団体の名称 中島学区郷土を学ぶ会
設立 平成17年（2005年）6月

〒710-0803 岡山県倉敷市中島586

氏名 応武
オウタケ

孝義
タカヨシ 役職 会長

電話 086-465-6831 FAX 086-465-6831
代表者名 応武孝義 肩書 会長
会員数（概数） 8名（平成25年3月現在）

会費 年額 15万円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://chuushu.s363.xrea.com/modules/xpress/

会則 有

団体の目的

　中島学区（周辺を含む）の歴史・習慣・史跡等の文化遺産を訪ねる等の研修を続け、相互の教養を高
め、これらを次世代に伝承する。

行事
総会・例会 12回 参加費 無 一般参加 無

講演会 1回 参加費 無 一般参加 有
見学会 1回 参加費 2,000円 一般参加 有

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 有

著書名 『三島中洲の書その1～その3』
著者 中島学区郷土を学ぶ会 定価 500円 在庫 有

著書名 『三島中洲の書（解詩その1、その2）』
著者 中島学区郷土を学ぶ会 定価 500円 在庫 有

調査票記入者 応武孝義（会長） 記入日 平成25年3月15日

団体の名称 中庄の歴史を語り継ぐ会
設立 平成17年（2005年）12月

〒710-0016 岡山県倉敷市中庄1268
氏名 戸板啓四郎 役職 代表
電話 090-6943-7115
e-mail nakashou_rekishi@yahoo.co.jp
代表者名 戸板啓四郎 肩書 代表
会員数（概数） 240名(平成25年8月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www.geocities.jp/nakashou_rekishi/

会則 有

団体の目的
　中庄地区の歴史・文化を後世に語り継ぎ、地区の一層の発展に寄与する。
行事 　月例会、ふるさと歴史講座（春秋8回）、総会及び講演会
総会 1回 参加費 無 一般参加 有
例会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 1回 参加費 無 一般参加 有
機関誌 有 名称 会報（ふるさとの歴史を紡ぐ） 現在 6号
発行 年4回 会員の場合 無償

本、パンフレット発行 有
著書名 会誌「中庄の歴史」 定価 1,000円（会費として） 在庫 有

調査票記入者 戸板啓四郎（代表） 記入日 平成25年8月10日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

年

＊

＊

団体の名称 備中倉敷学
設立 平成17年（2005年）10月

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知2丁目25-22観龍寺内
氏名 村田隆禅 役職 会長
電話 086-422-0357 FAX 086-424-2594
代表者名 村田隆禅 肩書 会長
会員数（概数） 50名（平成24年9月現在）

会費 年額 5,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的
　備中倉敷地方の歴史と文化を、広い視野で学び、地域住民の文化向上に資することを目的とする。
行事

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 11回 参加費 無 一般参加 有
見学会 1回 参加費 無 一般参加 無

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 無

調査票記入者 村田隆禅（会長） 記入日 平成24年12月13日

団体の名称 星と太陽の会

設立 昭和60年（1985年）
〒710-0004 岡山県倉敷市西坂602

氏名 佐藤光範 役職 代表世話人
電話 086-462-7711 FAX 086-226-1266
代表者名 佐藤光範 肩書 代表世話人
会員数（概数） 30名（平成25年8月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 現在会員募集をしていない
会則 有

団体の目的
　同好の士で毎月1回、磐座を中心に遺跡・社寺を見て回る。
行事 例会（今月で300回）

『はたしてハタ氏か（吉備古代史）』 （注文先）岡山歴史研究会事務局

総会・例会 12回 参加費 1,000円 一般参加 無

著者 佐藤光範 定価 1,000円 在庫

機関誌 無
関係する本 有

著書名
有

著書名 『石に学ぶ』
著者 高木寛治 在庫 有

調査票記入者 佐藤光範（代表世話人） 記入日 平成25年8月9日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年
年

団体の名称 医王山城跡保存会
設立 平成9年（1997年）

〒708-1105 岡山県津山市吉見1012
氏名 長瀧薫 役職 事務局長
電話 0868-29-0927 FAX 0868-29-0927
e-mail yamajiro@mx1.tvt.ne.jp
代表者名 早瀬英志 肩書 会長
会員数（概数） 50名(平成24年11月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的
　地域の文化遺産を調査保存し、後世に伝え同時に地域の活性化を図る。
行事 草刈り整備作業、登山会

見学会 1回 参加費 無 一般参加 有
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 有 城跡紹介のパンフレット有

調査票記入者 長瀧薫（事務局長） 記入日 平成24年11月3日

団体の名称 岩屋城を守る会
設立 昭和62年（1987年）4月

〒709-4605 岡山県津山市坪井上585

氏名 北
キタ

恵
シゲヨシ

兆 役職 会長

電話 0868-57-8585
代表者名 北恵兆 肩書 会長
会員数（概数） 130名（平成25年8月現在）

会費 年額 500円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的

　会の結成から26年、色々先人の残した文化財を知ることが出来ました。只史跡を見知る事だけの守る会
でなく地域の方々にそれを知っていただき、保存管理する事に大きな意味があると一同認識している今日
です。この事を忘れず次の時代に護り継ぐ事を目的とし微力ながら過ごしています。

行事 　初日の出を拝む会（元旦）とウオークラリー年1回（秋：商工会と共催）

総会・例会　 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会　 1回 参加費 無 一般参加 有
調査票記入者 北恵兆（会長） 記入日 平成24年11月20日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年

＊

団体の名称 神楽尾城跡保存協力会
設立 昭和61年（1986年）8月

〒708-0012 岡山県津山市下田邑1326
氏名 土居徹 役職 事務局長
電話 0868-28-3730 FAX 0868-28-3730
代表者名 日笠収 肩書 会長
会員数（概数） 個人72名　　　団体34件

会費 年額 個人1,000円        団体2,000円
入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的

　本会は津山市当局に協力して神楽尾城跡の保存、活用に努めることを目的とする（会則第2条）

行事
　総会、役員・事務局会議、登山道、本丸、二の丸、三の丸、武者溜、馬場の草刈、清掃、登山会
総会・例会 5回 参加費 無 一般参加 有

登山会 1回 参加費 無 一般参加 有
補足 　津山の市街地に近いので、毎日、健康のため登山する人が20～30人がいます。
機関誌 有 名称 『神楽尾』 現在 46号
発行 年 2回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『「神楽尾」設立10周年記念誌』 定価 1,000円 在庫 無
関係する本 無

調査票記入者 土居徹（事務局長） 記入日 平成24年1月14日

団体の名称 荒神山城跡保存会
設立 平成7年（1995年）1月

〒708-0866 岡山県津山市荒神山31-1

氏名 金谷
カナタニ

琢美
タクミ 役職 世話人

電話 0868-23-3962 FAX

代表者名 義根
ヨシモト

好
ヨシ

幸
ユキ 肩書 会長

会員数（概数） 20名（平成24年1月現在）
会費 無 入会金 無
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的

　荒神山城跡が史跡になったので年1回草刈を町内会でしたり、登山の希望者があれば道案内をする。

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 有 荒神山城主、花房氏参考資料

調査票記入者 金谷琢美（世話人） 記入日 平成24年11月28日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

団体の名称 田邊城保存会
設立 平成2年（1990年）

〒709-4613 岡山県津山市宮尾645
氏名 田邊九吾 役職 会長
電話 0868-57-3345 FAX 0868-57-2170
代表者名 田邊九吾 肩書 会長
会員数（概数） 40名（平成24年10月現在）
会費 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/
会則 無

団体の目的
　私の先祖、戦国時代の城の跡に桜など整備し毎年祖先供養と地域の活性化
行事 　毎年、田邊城桜まつり（4月）を実施。約200名参加。
調査票記入者 田邊九吾（会長） 記入日 平成24年11月27日

団体の名称 美作の中世山城連絡協議会
設立 平成17年（2005年）10月

〒708-1105 岡山県津山市吉見1012
氏名 長瀧薫 役職 事務局長

肩書 会長

電話 090-9418-7150 FAX 0868-29-0927

加盟団体数 14団体（平成25年7月現在）

e-mail yamajiro@mx1.tvt.ne.jp
代表者名 後山富士水

1,000円 入会金 無 入会方法

会員数（概数） 160名（平成24年10月現在）

随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/
会費 年額

会則 有

団体の目的

　美作地域の中世山城の調査研究を進めるとともに、整備保全に取り組み広く市民に広報活動を行う。ま
た山城を生かした、地域活性化につなげていくことを目的としてる。同時に広く市民に情報発信し貴重な
文化財を後世に伝えて行くことを目指しています。

行事 　総会（6月）登山会、講演会
総会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 1回 参加費 300円 一般参加 有
見学会 1～2回 参加費 無 一般参加 有

機関誌 有 名称 『美作の山城』 現在 19号
発行 年 2回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 有 各山城による
関係する本 無

調査票記入者 長瀧薫（事務局長） 記入日 平成24年10月3日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊
＊

＊

＊

＊

団体の名称 美作の歴史を知る会
設立 昭和63年（1988年）5月

〒708-0822 岡山県津山市林田784
氏名 宮澤靖彦 役職 会長
電話 0868-23-1025 FAX 0868-23-1025
代表者名 宮澤靖彦 肩書 会長
会員数（概数） 8名（平成24年12月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
会則 無

団体の目的

　津山を中心とした郷土の歴史や文化財について、自己の研修を深めると共に、広く一般市民や子どもた
ちにその理解や関心を高めるよう普及啓発活動を目指している。具体的には、市中央公民館（旧婦人青年
の家）等拠点に長年に渡って歴史講座（旧：おかやま歴史紀行現：津山文化財めぐり等）を担当し『みま
さかの歴史絵物語』（全10巻）『わたしの津山の歴史』（副読本）等の出版物を発行している。

行事 　毎月1回の例会、現地視察、市公民館や老人ホームセンターでの郷土史講座
総会・例会 12回 参加費 有（会場費） 一般参加 無

講演会 依頼による 参加費 無 一般参加 有
見学会 8回 参加費 有 一般参加 有

補足

　現、市中央公民館「市文化財（史跡）めぐりの会」（本年約30名）（毎月1回計8回）市老人ホームセン
ター「津山歴史講座」（毎月1回計12回）

機関誌 無
補足 　※会独自の機関誌は無いが、会員関与の出版物を配布、情報交換をしている。

本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『美作の歴史絵物語』（全十巻）1989年 定価 各800円 在庫 多少有
著書名 『わたしたちの津山の歴史』（カラーp.210)※ 小2～3年副読本で配布 在庫 無

補足

　※市教委依頼で実質当会会員で執筆編集、絵画は郷土の画家に依頼。中央公民館等生涯学習の副読本、
資料として現在まで使用！

関係する本 有
著書名 『つやま先人のあゆみ』（2011年p.140) 再版し計2,000部発行、残り少数

著者 市人権尊重の会（本会会員が執筆、編集に主要な役割果たす） 定価 500円
著書名 『つやま、地域のあゆみ』（2001年p.116） 津山市同和対策事業、記念誌

著者 市同和対策推進協議会（本会会員が執筆、編集に主要な役割果たす）
著書名 『おはなし歴史風土記』岡山県（1982年p.92） 岩崎書店発行の全国版全47巻中岡山県版

著者 歴史教育者協議会編（本会会員数名が美作分数編執筆）
会員個人に関する本

　○多胡益治著『川湊楢村』○橋本惣司著『落合の歴史』他落合町史編集○長畑博著『梶並神社当人祭』
『近平用水』○宮澤靖彦著『広野の歴史散歩』等市公民館等の講座に関わって、月々配布したわが講師陣
の郷土に関わるプリント資料は過去20年間に渡り膨大なものがあり、何よりも貴重な財産（但し、未整
理）と考えている。

調査票記入者 宮澤靖彦（会長） 記入日 平成24年12月10日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

年

団体の名称 矢筈城跡保存会
設立 平成17年（2005年）1月

〒709-3923 岡山県津山市加茂町桑原636-1児玉収司宅
氏名 児玉收司 役職 会長
電話 0868-42-3347 FAX 0868-42-3347
代表者名 児玉收司 肩書 会長
会員数（概数） 350名（平成24年9月現在）

会費 年額 1,000円 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的

　本会は郷土の文化遺産である矢筈城跡（高山城跡）を永く保存し、かつその活用を図り、もって地域文
化の向上に資することを目的とする。本会は目的を達成するため、次の事業を行う。矢筈城跡（高山城
跡）の①周辺整備に関すること②調査、研究に関すること③保存、活用に関すること④その他本会の目的
達成に必要な事業

行事
　5月総会、8月草刈作業、9月会報発行、11月登山会、その他美作の山城関連行事等に参加
総会・例会 1回 参加費 無 一般参加 無

講演会 時々 参加費 300～500円（資料代） 一般参加 有
見学会 1回 参加費 300～500円（個人負担） 一般参加 有

　講演会等は毎年ではないが2～3年に学習会を兼ねて実施。見学会は毎年史跡見学を兼ねて登山会（11月
第2週の日曜日）を実施。

機関誌 有 名称 『矢筈山』 現在 7号（通巻24号）
発行 年 1回 会員の場合 無償

　H17年津山市との合併を機に、休眠状態にあった「矢筈城趾保存会」を有志により再発足させた。新役員
を中心に会員を募り110名で再出発。「矢筈城跡保存会」と称し活動今日に至る。従って会報7号発行、前
回から通巻24号となる。登山マップ2千部発行ＰＲ中。現在は努力の結果350名の会員となった。

本、パンフレット、しおり類の発行 有

　矢筈城跡を案内するしおり、H17年7千部発行、ＰＲの為各地の公共案内所等に配布。H24年一部手直しし
て現在ＰＲ中。H18年3月岡山県指定史跡になった。

調査票記入者 児玉收司（会長） 記入日 平成24年11月17日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年

＊

年

団体の名称 田井歴史研究会
設立 平成23年（2011年）8月

〒706-0001 岡山県玉野市田井1-6-8
氏名 岡部成行 役職 副会長
電話 0863-31-9506
e-mail sigeyuki.okabe@gmail.com
代表者名 宮田泰子 肩書 会長
会員数（概数） 20名（平成24年9月現在）

会費 月額 1,000円 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
ホームページ 有 http://tairekisi.blogspot.jp/

会則 有

団体の目的

　この会は、田井地区の歴史・文化に関する活動（公益活動）を行い、田井地区コミュニティーに寄与す
ることを目的とする。

行事
総会・例会 1回 参加費 無
補足 　史跡めぐりウオーキングを年10回程度実施
機関誌 無

　機関誌は発行いたしておりません。すべてホームページ（田井地区ネットコミュニティー及び歴史研究
会のブログ）で公開しています。

冊子の発行 有
著書名 『田井いまむかし史跡めぐり』冊子 定価 200円 在庫 有

調査票記入者 岡部成行（副会長） 記入日 平成24年9月28日

団体の名称 波
ハ

知
チ

獅子舞保存会
設立 昭和45年（1970年）10月

〒706-0223 岡山県玉野市八浜浜知952
氏名 広畑正也 役職 顧問
電話 0863-51-1487 FAX 0863-51-1487
代表者名 広畑信夫 肩書 会長
会員数（概数） 23名（平成24年10月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　波知獅子舞を継承し、その発展を図るとともに、会員間の親睦を図り地域文化の向上に努め、明るい住
み良い町づくりを目指すことを目的とする。

行事 　毎年10月に地区秋祭りに獅子舞を奉納する。
総会・例会 2回 参加費 無 一般参加 無
調査票記入者 広畑正也（顧問） 記入日 平成24年11月5日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年

年
年
年

団体の名称 今井を訪ね・語ろう会
設立 平成22年（2010年）7月

〒714-0022 岡山県笠岡市今立2587-1笠岡市今井公民館内
氏名 坂本秀子 役職 事務局（公民館主事）
電話 0865-62-4368 FAX 0865-62-4368
e-mail imaikou@kcv.ne.jp
代表者名 小寺主 肩書 会長
会員数（概数） 8名（平成24年10月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会（地区住民）
会則 有

団体の目的

　私たちの今日を築かれた先人の皆様の足跡を訪ねれば多くのことを学び新たな発見があります。その新
たな出会いを多くの人々に語りかけましょう。それは地区のみなさんの「和」となり、「元気」となり若
い人には「え！そうだったの」と活気を増していただくことに繋がる。

行事
例会 12回

講演会 1回 参加費 無 一般参加 有
補足

　例会は1回／月とし、年度末に総会実施、又テーマ内容によって地区内外の現地勉強会実施地区文化祭に
て活動発表

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 小寺主（会長） 記入日 平成24年10月9日

団体の名称 大島郷土史研究クラブ
設立 平成17年（2005年）4月

〒714-0033 岡山県笠岡市大島中7264大島公民館内
氏名 藤井茂 役職 世話人
電話 0865-67-0416 FAX 0865-67-0416
代表者名 浅野祐三 肩書 世話人代表
会員数（概数） 24名（平成25年8月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 無

団体の目的

　笠岡市の南、瀬戸内海国立公園の一角にある大島は古代より景勝の地として知られ、海の交通の要所で
あった。私達はその歴史と文化を知り、郷土を誇りに思い子供達にも継承し、大島を好きになり郷土を語
れる子供達になってほしいとの思いで活動を続けております。

行事
総会・例会 12回 一般参加 無

講演会 2回 一般参加 有
見学会 1回 一般参加 無

補足 　講演会、見学会の参加費は都度検討
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 計画的に実施

　笠岡市の行政組織の外郭団体である「大島まちづくり協議会」の歴史観光部としてH25年度より、しお
り、パンフレット発行。史跡案内板の取付けを実施。

調査票記入者 藤井茂（世話人） 記入日 平成25年8月9日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会
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団体の名称 笠岡市観光ガイドボランティア
設立 平成17年（2005年）6月

〒741-0043 岡山県笠岡市横島1205

氏名 長安
ナガヤス

顕義
ケンギ 役職 会長

電話 0865-67-0158 FAX 0865-69-2185
代表者名 長安顕義 肩書 会長
会員数（概数） 8名（平成24年10月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　笠岡の魅力をＰＲするため依頼に応じて市内各地を案内します。自分たちで地区ウオークを企画するこ
ともあります。

行事
総会・例会 10回 参加費 無 一般参加 無

見学会 2回 一般参加 有
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 長安顕義（会長） 記入日 平成24年10月12日

団体の名称 金浦歴史研究会
設立 平成15年（2003年）4月

〒714-0055 岡山県笠岡市江浜2066笠岡市金浦公民館
電話 0865-66-3433 FAX 0865-66-3433
代表者名 北村卓士 肩書 代表
会員数（概数） 20名（平成24年3月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 無

団体の目的
　市史などに記載のない事の研究、孫たちへの語り継ぐこと、陶山城の研究
行事 　毎月研究テーマの発表会

見学会 1～2回 参加費 無 一般参加 有
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『笠岡市内のミニ霊場』 定価 300円 在庫 無
著書名 『金浦探訪』 定価 500円 在庫 無
著書名 『語り継ぐ金浦』 定価 300円 在庫 無
著書名 『孫たちに語り継ぐ金浦』 定価 500円 在庫 有

補足 県立図書館にあります
調査票記入者 北村卓士（代表） 記入日 平成23年3月2日
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団体の名称 北川の昔を訪ねる会
設立 平成16年（2004年）6月

〒714-0001 岡山県笠岡市走出2146森山上志宅

氏名 森山
モリヤマ

上
タカ

志
シ 役職 会長（世話人）

電話 0865-65-0452
e-mail mori6622@kcv.ne.jp
代表者名 森山上志 肩書 会長（世話人）
会員数（概数） 32名（平成25年8月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 会員紹介のみ
会則 有

団体の目的

　本会は、地域の歴史や民俗などを調べ、後世に残す活動を通じて会員相互の教養を高めるとともに、地
域の文化の発展に寄与します。（会則2）

行事 　年間10回の行事をもつ（農繁期の6月10月を除いて毎月1回）
総会・例会 10回 参加費 無 一般参加 無

見学会 1回 参加費 交通費 一般参加 無
補足 　地域の史跡探訪ウオーキングは一般参加者を中心とする（公民館と共催）
機関誌 有 名称 北川「まほろば」 現在 41号
発行 年 10回 会員の場合 無償

補足 　機関誌は地域の各種団体、学校へ8部無償配布（A41枚）
　本、パンフレット、しおり類の発行 無

関係する本 無
調査票記入者 森山上志（会長） 記入日 平成25年8月9日

団体の名称 にいやま「文化を楽しみ育てる会」
設立 平成11年（1999年）7月

〒714-0007 岡山県笠岡市山口1745
氏名 高木浩朗 役職 会長
電話 0865-65-1243 FAX 0865-65-1543
代表者名 高木浩朗 肩書 会長
会員数（概数） 151名（平成24年7月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　私どもが暮らしの本拠としている「にいやま」は、詩人であり小説家である木山捷平や俳諧人である吉
岡信元（在田軒道貞）に代表される文化的風土に恵まれた地域です。現在この地で生活する私たちは先人
から受け継いだこの風土を楽しみ育て、次の世代に引き継ぐ責務があると考えてさまざまな活動をしてい
る。

行事
総会 1回 参加費 無 一般参加 無

講演会 2回 参加費 無 一般参加 有
研修旅行 1回 参加費 約3,500円程度 一般参加 有

史跡探訪ウオーキング 1回 参加費 300円（保険料含む） 一般参加 有
機関誌 有 名称 『木山捷平のふるさと今昔』 現在 11号
発行 年 1回 会員の場合 無償

補足 会報を年1回発行してきた
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『在田軒道貞（吉岡信元）著作全集』 定価 1,000円 在庫 有
著書名 『伝えたいわがふるさと』（吉備人出版） 定価 1,800円 在庫 無
著書名 『俳諧人としての吉岡信元』予定 定価 未定 在庫 未定

補足 　その他出版物多数（無料）
調査票記入者 高木浩朗（会長） 記入日 平成24年10月3日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年

＊
＊

団体の名称 吉備路ボランティア観光ガイド協会
設立 平成6年7月（1994年）

〒719-1124 岡山県総社市三須825-1吉備路観光案内センター
氏名 守安君子 役職
電話 0866-92-1211 FAX 0866-92-1211
代表者名 根馬弘文 肩書 会長
会員数（概数） 46名（平成25年1月現在）
会費 無 入会金 無
入会方法 随時入会 学科試験有
会則 有

団体の目的

　本会は吉備路の観光地を訪れる方々に、郷土（そうじゃ）をおもてなしの心で案内いたします。また、
総社市民の方にも市民全員が郷土の歴史や文化の魅力を確認できるようお助けをしています。

行事
総会 1回 参加費 無 一般参加 無

講演会 2～3回 参加費 無 一般参加 有
見学会 2～3回 参加費 無 一般参加 有

補足 　研修会、懇親会も開催しております。
調査票記入者 大月基司（副会長） 記入日 平成25年2月17日

団体の名称 高梁方谷会

設立 大正15年（1926年）
〒716-0043 岡山県高梁市原田北町1203-1高梁市文化交流館内

氏名 石井亮作 役職 事務局長
電話 0866-21-0180 FAX 0866-22-5544
e-mail ftown@mx3.tiki.ne.jp
代表者名 金岡誠 肩書 会長
会員数（概数） 200名（平成23年4月現在）
会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 山田方谷マニアックス（会公認） http://yamadahoukoku.com/

会則 有

団体の目的
　本会は方谷山田先生を追慕し、方谷精神の発揚をはかることを目的とする。
行事

総会 年1回 参加費 無 一般参加 不可
講演会 年1回 参加費 無 一般参加 可
会報 『高梁方谷会報』 36号（平成25年7月現在）

発行 年1回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『方谷印譜集』
著書名 『高梁方谷会報』

調査票記入者 石井亮作（高梁方谷会事務局長） 記入日 平成24年4月6日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年
年
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団体の名称 大佐方谷会
設立 平成10年（1998年）7月

〒719-3503 岡山県新見市大佐小阪部1469
氏名 宮島速男 役職 副会長（事務局）
電話 0867-98-2748 FAX 0867-98-2748
代表者名 岡田克三 肩書 会長
会員数（概数） 41名（平成24年4月現在）

会費 年額 2,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的 　山田方谷先生を追慕し、方谷精神の発揚をはかることを目的とする。
行事

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 1回 参加費 無 一般参加 有
見学会 2回 参加費 1,000円 一般参加 有

機関誌 有

　本会では、毎年会員から原稿を募集して『大佐方谷会会報』を作成している。内容は論文、エッセイ、
資料などで①会員が研究してまとめたもの②会員が収集した資料③方谷先生を追慕し、方谷精神の発揚を
はかる内容のものです。

本、パンフレット、しおり類の発行 無
調査票記入者 宮島速男（副会長） 記入日 平成24年9月15日

団体の名称 新見庄中世たたら学習実行委員会
設立 平成11年（1999年）4月

〒718-8501 岡山県新見市新見310-3新見市教育委員会
氏名 白石祐司 役職 文化財専門主事
電話 0867-72-6108 FAX 0867-72-6120
e-mail yuuji-shiraishi@city.niimi.okayama.jp
代表者名 橋本正純 肩書 実行委員長
加盟団体数 18団体（平成25年8月現在）

会費 無 入会金 無
ホームページ 有 http://net-sealion.com/tatara/index.html

会則 有

団体の目的

　新見庄の歴史的財産を継承するとともに広く市民が体験できる学習活動とたたらを生かした地域づくり
に有益な事業の企画、立案及び運営を実施する。

行事 　年１回、秋に中世たたら操業を行っている。
総会・例会 3回 参加費 無 一般参加 無
たたら操業 1回 参加費 無 一般参加 有
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 無

調査票記入者 橋本正純（実行委員長） 記入日 平成24年9月30日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会
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団体の名称 備前市観光ボランティアガイド協会
設立 平成17年（2005年）7月
〒705-8558 岡山県備前市東片上230備前市観光ボランティアガイド協会
電話 0869-64-2885 FAX 0869-63-1200
代表者名 片山伸栄 肩書 会長
会員数（概数） 29名（平成24年9月現在）

会費 無 入会金 無 入会方法 募集時のみ
会則 有

団体の目的
　観光に来られた方に備前市内の希望する場所を案内して旅の思い出づくりのお手伝いをすること。
行事
総会・例会 12回 参加費 無 一般参加 無
機関誌 無

しおりの発行 有
調査票記入者 片山伸栄（会長） 記入日 平成24年9月30日

団体の名称 備前福岡史跡保存会

設立 昭和44年（1969年）4月
〒701-4265 岡山県瀬戸内市長船町福岡814-4

氏名 平原順二 役職 会長
電話 0869-26-2487 FAX
代表者名 平原順二 肩書 会長
会員数（概数） 80名（平成24年10月現在）
会費 無 入会金 1,000円 入会方法 会員紹介のみ
会則 有

団体の目的
　備前福岡に関係ある史跡の保存を図り、その顕彰に資することを目的とする。
行事 　備前福岡に関する歴史の研究及び史跡の調査、講演会、研修会、会誌の発行等

総会 1回 参加費 無 一般参加 無
講演会 1回 参加費 無 一般参加 無
見学会 1回 参加費 無 一般参加 無

　黒田、宇喜多墓所の清掃（年6回程度）。観光ボランティアガイドの勉強会、育成「備前福岡郷土館」
（長船町福岡789）毎月日曜日午前10時～午後3時開館。平成24年3月備前福岡観光ボランティアガイドを結
成しました。5日前までに御予約して頂ければ、町並みの案内及び備前福岡郷土館を開きます。備前福岡郷
土館は毎週日曜日10時～15時まで開館しております。備前福岡観光ボランティアガイドの申込は090-1682-
2186松尾まで

機関誌 有 名称 『備前福岡史跡保存会会報』 現在 29号
発行 年 1回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『備前福岡歴史物語』 定価 500円 在庫 有
著書名 『備前福岡町並み歴史散歩』 定価 500円 在庫 有
著書名 『一遍上人聖絵「福岡の市」を絵解きで文化探検をしよう』 定価 500円 在庫 有

調査票記入者 松尾昭男（史跡保存会理事） 記入日 平成24年10月15日
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岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会
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団体の名称 岡山中世史研究会
設立 平成19年（2007年）7月

〒709-0827 岡山県赤磐市山陽1-3-24
氏名 田中修實 役職 代表
電話 086-955-1659 FAX 086-955-1659
代表者名 田中修實 肩書 就実大学人文科学部非常勤講師
会員数（概数） 20名（平成24年9月）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会

会則 無

団体の目的

　岡山県内にある歴史関係諸団体は、歴史・民俗・考古に大別できる。歴史分野には時代別に岡山古代史
研究会・岡山近代史研究会があり、全時代を覆う名称としての研究会に岡山地方史研究会がある。しか
し、実際には岡山地方史研究会は近世史・近代史を中心とした報告が多くなされていて、中世史を対象と
する研究会が岡山県下になかった。かって、本会と同名の研究会が1978～1982年に存在したが、諸般の事
情から自然消滅してしまった。以後、岡山には中世史に特化した研究会はなく、吉備地域の特性を明らか
にするには古代のみならず中世の研究を通じて明らかにされる必要があるとの認識は、多くの研究者に
とっての共通認識であるといってよい。本会はそれらの研究的責務を果たすことを目的としている。また
一方で、広く歴史愛好家団体との交流も目指し、「全国歴史研究会」の傘下として2010年10月に設立され
た「岡山歴史研究会」へも参加して、代表が顧問に就任した。

行事
講演会 1回 参加費 有 資料代 一般参加 有

機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 岡山中世史研究会10年の歩み 定価 300円 在庫 有
著書名 〈活動報告〉吉備地方文化研究所中世史研究会岡山中世史研究会の10年 定価 0円 在庫 有

補足 送料実費
調査票記入者 田中修實（代表） 記入日 平成24年9月14日

団体の名称 郷土の歴史を学ぶ会
設立 昭和40年（1965年）

〒709-0827 岡山県赤磐市山陽4-8-7

氏名 福島
フクシマ

至
シ

誠
セイ 役職 会長代行

電話 086-955-0638
代表者名 福島至誠 肩書 会長代行
会員数（概数） 30名（平成24年8月現在）

会費 年額 6,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的 　赤磐市及び周辺の歴史研究、周辺の史跡を見学、講師による講話
行事
総会 年1回 参加費 有 一般参加 無
講演会等 6回 参加費 有 一般参加 無
見学会等 4回 参加費 有 一般参加 無
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

調査票記入者 福島至誠（会長代行） 記入日 平成25年8月6日
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年
年
年

＊

年

＊

団体の名称 熊山遺跡群調査・研究会
設立 平成13年（2001年）4月

〒701-2503 岡山県赤磐市周匝1032
氏名 清水紀子 役職 理事・事務局
電話 086-954-1988 FAX

代表者名 出
デ

宮
ミヤ

徳尚
トクヒサ 肩書 会長

会員数（概数） 140名（平成24年12月現在）
会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会

ホームページ 有 http://www7a.biglobe.ne.jp/~nakanishi/kumatop.html
会則 有

団体の目的

　熊山山塊を中心とする熊山遺跡群についての調査研究に努め歴史文化の向上を図り地域社会の進展に寄
与する。（会則の目的より）

行事
総会 1回

講演会 4回 参加費 無 一般参加 有
見学会 1回 参加費 無 一般参加 有

補足 　見学会(一般参加)：熊山山頂、秋（11月）実施
機関誌 有 名称 『熊山の石ふみ』 現在 15号
発行 年 2回 会員の場合 無償

補足 　Ａ４
本、パンフレット、しおり類の発行 無
関係する本 有

著書名 『霊山熊山』
著者 仙田実 定価 800円

調査票記入者 中西厚（理事・会報担当） 記入日 平成25年7月21日

団体の名称 山中
サンチュウ

一揆義民顕彰会
設立 昭和55年（1980年）10月

〒717-0416 岡山県真庭市仲間1683
氏名 植木紋次郎 役職 会長
電話 0867-62-3607
代表者名 植木紋次郎 肩書 会長
会員数（概数） 21名（平成24年10月現在）

会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的
　農民一揆の事蹟を顕彰し、地方文化の振興に寄与することを目的
行事 　義民祭年1回

総会 1回 参加費 無 一般参加 有
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『山中一揆』 定価 1,200円 在庫 無

調査票記入者 植木紋次郎（会長） 記入日 平成24年10月18日

－32 －

岡山県歴史関連団体調査 第一次調査（2012.3-2013.8）訂正版 2014年8月6日差替え版

岡山歴史研究会



岡山県歴史関連団体調査票 岡山歴史研究会

年
年

年
年
年

団体の名称 三星城跡保存会
設立 平成18年（2006年）4月

〒707-0003 岡山県美作市明見304
氏名 水島德義 役職 事務局長、会計
電話 0868-72-0394 FAX 0868-72-0394
代表者名 高田紀康 肩書 会長
会員数（概数） 60名（平成24年4月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
ホームページ 有 http://www3.tvt.ne.jp/~nagataki/

会則 有

団体の目的

　中世戦国時代の歴史遺産に接し乍ら、研究調査も行いつつ、この保護伝承に努め、郷土の地域活性化に
協力する。（例）伝統みつぼしおどりの復活。未発見遺跡の調査保護、歴史々談会等の開催等。

行事 　総会及び役員会で決定、山城一帯の保護掃除、現地見学、交流会他
総会 1回 参加費 無

見学会 1回 参加費 実費 一般参加 有
機関誌 無
本、パンフレット、しおり類の発行 無

補足

　①参考資料等早急に作成したいと思います。②湯郷温泉との観光振興も計画中。③三星城々下に伝わる
「みつぼしおどり」の復活による歴史文化遺産再現と伝承事業の実行。

調査票記入者 高田紀康（会長） 記入日 平成24年10月27日

団体の名称 津田永忠事蹟和気町顕彰会
設立 平成20年（2008年）3月

〒709-0411 岡山県和気郡和気町吉田86-2
氏名 有吉貢 役職 事務局長
電話 0869-93-3406 FAX 0869-93-3424
代表者名 大森良道 肩書 会長
会員数（概数） 250名（平成24年10月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 1,000円 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　津田永忠の和気町内の事蹟を顕彰するとともに保存研究活動をする。会員相互により津田永忠関連の事
蹟を訪問探索する。

行事 　大滝祭り（毎年11月末の日曜日）、事蹟ツアー（年1回）
総会・例会 1回 参加費 無 一般参加 有

講演会 1回 参加費 無 一般参加 有
見学会 1回 参加費 無 一般参加 有

補足 　役員会を2ヶ月に1回保存作業年2回会報年2回発行有吉研究会年2回
調査票記入者 有吉貢（事務局長） 記入日 平成24年10月15日
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年
年

＊
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＊

＊

年
年
年

＊
＊

団体の名称 日上山を守る会
設立 昭和62年（1987年）4月

〒708-0311 岡山県苫田郡鏡野町寺和田1475

氏名 小坂正 役職 会長

電話 0868-56-0461 FAX 0868-56-0461

代表者名 小坂正 肩書 会長

会員数（概数） 20名（平成24年10月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的

　日上山城主小瀬中務秀正
オゼナカツカサヒデマサ

（小瀬
オゼ

甫
ホ

庵
アン

）の顕彰。中国山地自生の花木的なものの植生園づくり。町文化財

指定の保全。

行事 　小学生などの定期的な登山研修一般は随時
総会・例会 1回

見学会 1回 参加費 無 一般参加 有
補足 草刈2回余り、3町歩

本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『鏡野の人物小瀬甫庵』 定価 なし 在庫 無
著書名 『小瀬家系譜及び小瀬甫庵事歴』 定価 なし 在庫 有
関係する本 有

著書名 『小瀬家系譜及び小瀬甫庵事歴』
著者 日上山を守る会小坂正 定価 なし 在庫 有

著書名 『日上山樹林』
編著 日上山を守る会小坂正他 定価 なし 在庫 有

調査票記入者 小坂正（会長） 記入日 平成24年10月2日

団体の名称 久米南町偉人顕彰会
設立 昭和24年（1949年）

〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削446-2

氏名 恒弘
ツネヒロ　

平
ヒョウ

衛
　エ 役職 会長

電話 086-728-2317 FAX 086-728-2317
代表者名 恒弘平衛 肩書 会長
会員数（概数） 100名（平成25年1月現在）

会費 年額 1,000円 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的 　久米南町の歴史上偉人を顕彰し、今の人に広く知って頂く事。
行事
総会・例会 1回 参加費 無

講演会 3回 参加費 300円 一般参加 有
見学会 2回 参加費 有 一般参加 有

機関誌 有 名称 『偉人顕彰会だより』
発行 年 1回 会員の場合 無償
本、パンフレット、しおり類の発行 有
著書名 『久米南町偉人伝』 定価 1,500円 在庫 有
著書名 『福田久治』 定価 1,500円 在庫 無

調査票記入者 恒弘平衛（会長） 記入日 平成25年1月23日
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＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

団体の名称 賀陽歴史顕彰保存会
設立 平成8年（1996年）3月

〒716-1131 岡山県加賀郡吉備中央町上竹1740
氏名 中野進 役職 会長
電話 0866-54-1108 FAX 0866-54-1187
代表者名 中野進 肩書 会長
会員数（概数） 6名（平成24年8月現在）
会費 無 入会金 無 入会方法 随時入会
会則 有

団体の目的 　町内の史跡・人物を顕彰保存していく事を目的としています。
行事 　栄西まつり（2回目）
補足 　定例会無、必要に応じて

在庫

機関誌 無
関係する本 有

著書名 『栄西を訪ねて』生誕地と生涯 吉備人出版

著者 芝村哲三 定価 1,470円 在庫

著者 芝村哲三 定価 2,940円

著者 芝村哲三 定価 2,730円 在庫

有
著書名 『埋められた白色五輪塔群』 吉備人出版

著者 芝村哲三・石井千佳子 定価 1,500円 在庫

有
著書名 『剣聖塚原卜伝の系譜大月関平伝』 東京経済

著者 芝村哲三 定価 1,260円 在庫

有
著書名 『白雲にのって』妹尾天然の生涯と足跡 東京経済

著者 芝村哲三 定価 1,000円 在庫

有
著書名 『貞徳寺物語』名僧伝寂室元光と松嶺道秀 吉備人出版

著者 芝村哲三 定価 1,575円 在庫

有
著書名 『功徳山の古今』

有
調査票記入者 中野進（会長） 記入日 平成24年8月29日

有
著書名 播州室津と備中竹之荘『室納物語矢倉神社縁起』 吉備人出版
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