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本年度の主な活動は、以下のとおりです。

平成 22 年度総会
平成 22 年７月 29 日（木）に、幸田町（会場：幸田町中央公民館）において、県教育委員会生涯学習監
を来賓にお招きして開催しました（出席者：42 名）。議案はいずれも原案のとおり承認され、議事終了
後、平成 23 年度県費予算要望書を県生涯学習監にお渡ししました。
１

議

案
（１）平成 21 年度事業報告
（２）平成 21 年度決算報告および監査報告
（３）平成 22 年度事業計画（案）
（４）平成 22 年度予算（案）
（５）平成 23 年度県費予算要望事項（案）
（６）規約の変更について

２

協議事項
次年度総会開催地について

平成 23 年度は愛西市での開催が決定（平成 23 年８月予定）
３

視

察
本光寺松平家墓所

総会風景

本光寺松平家墓所

研

修

会

■平成 22 年度研修会
平成 22 年 12 月７日（火）に、瀬戸蔵（瀬戸市蔵所町）において、「愛知県内の天然記念物保護行政の
現状と課題－市町村行政担当者の立場と役割について－」をテーマに平成 22 年度の研修会を開催しまし
た（担当：瀬戸市 出席者：47 名）。
林進氏（岐阜大学名誉教授・NPO 法人犬山市里山学研究所理事長）にご講演いただいた後、久保禎子
氏（一宮市博物館）と前田清彦氏（豊川市教育委員会）から天然記念物の保護について苦労話なども交え
てご講演いただきました。その後、担当である瀬戸市の司会で意見交換を行いました。

内容：
講演

「愛知県内の天然記念物保護の現状と課題

－仕組みづくりと取組みの事例を通じて－」

林 進氏（岐阜大学名誉教授・NPO 法人犬山市里山学研究所理事長）
報告１

「国指定名勝天然記念物

木曽川堤（サクラ）」

久保禎子氏（一宮市博物館）
報告２

「国指定天然記念物

御油のマツ並木」

前田清彦氏（豊川市教育委員会）

林

進氏の講演

前田清彦氏の報告

久保禎子氏の報告

研修会風景

地区協議会

■尾張地区協議会
２月２日（水）南知多町（会場：南知多町町民会館）にて開催
されました（出席者 25 名）。
１

議事
(１) 文化財・観光等ボランティアガイドの活動について
(２) 愛史協の今後の活動について
(３) 尾張地区の役員ローテーションについて

２

視察
尾州廻船内海船船主内田佐七家

尾張地区協議会

（観光ボランティアガイドの案内）

○平成 23 年度は武豊町で開催
※南知多町の司会で、文化財・観光等ボランティアガイドの
活動について各市町村が報告を行いました。また愛史協の
今後の活動や尾張地区のローテーション変更について協
議されました。
視察では、近代に廻船船主として財を成した内田佐七家の
貴重な屋敷遺構を、ボランティアガイドのみなさんにご案

視察風景（内田佐七家）

内いただきました。

■三河地区協議会
２月 16 日（水）安城市（会場：安城市歴史博物館）にて開催
されました（出席者 20 名）。
１

講演
「文化財は誰のもの？私が想う文化財の保護と活用」
講師

大沼芳幸氏（財団法人滋賀県文化財保護協会企画
調査課・調査普及課課長）

２

協議

三河地区協議会

愛史協の今後の活動について

○平成 23 年度は蒲郡市で開催
※大沼芳幸氏から滋賀県での埋蔵文化財保護の取り組みに
ついてご講演いただき、その後各市町村からの報告や意見
交換が行われ、活発な議論が交わされました。また愛史協
の今後の活動や三河地区の役員ローテーションなどにつ
いて協議が行われました。
大沼嘉幸氏の講演

企画運営委員会の活動について
企画運営委員会は愛史協の活動方針を協議するための組織で、今年度は３回開催しました。平成 22 年
10 月５日開催の第２回からは、新たに春日井市教育委員会を委員に加えました。
また、「愛知県名勝・天然記念物保護活用事例集」の編集作業と愛史協の具体的な活動案の作成検討を
目的に部会を設置し、それぞれ３回づつ開催しました。
◇企画運営委員会構成
豊橋市（会長）、津島市、みよし市、瀬戸市、豊川市、名古屋市、東浦町、吉良町、小牧市、刈谷市、
犬山市、幸田町、新城市、春日井市
◇企画運営委員会
■第１回

○日時：平成 22 年６月 11 日（金）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：名古屋市教育館

■第２回

○日時：平成 22 年 10 月５日（火）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：名古屋市教育館

■第３回

○日時：平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：名古屋市教育館

◇事例集作成部会
■第１回

○日時：平成 22 年５月 19 日（水）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：豊橋市美術博物館

■第２回

○日時：平成 22 年９月 15 日（水）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：豊橋市美術博物館

■第３回

○日時：平成 23 年１月 25 日（火）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：豊橋市美術博物館

◇活動検討部会
■第１回

○日時：平成 22 年５月 12 日（水）午後１時 30 分～４時 30 分

■第２回

○日時：平成 22 年８月６日（金）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：名古屋市教育館

■第３回

○日時：平成 22 年 12 月 15 日（水）午後１時 30 分～４時 30 分

○場所：名古屋市教育館

○場所：名古屋市教育館

『愛知県名勝・天然記念物保護活用事例集』の刊行
加盟団体だけでなく非加盟団体やオブザーバーである愛知県からもご協力をいただき、愛知県の名勝・
天然記念物の保護と活用状況をまとめた事例集を刊行しました。県内の概要や事例の数々がコンパクトに
紹介されており、今後の業務の参考としていただけるものです。
Ａ４版

152 頁

オールカラー

（平成 23 年３月 11 日刊行、加盟団体あて発送は 23 年度）

加盟団体一覧
尾張地区（21 団体）
名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、
知多市、豊明市、愛西市、東郷町、長久手町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
三河地区（18 団体）
豊橋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、田原市、
みよし市、吉良町、幡豆町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
※加盟団体は、平成 22 年度末の状況です。

