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今からちょうど5年前、平成27年5月15日。私たちのかけがえのない
宝である松江城天守が国宝指定の答申を受けました。あの日の夕刻、天守の
前で関係の皆さんと万歳を唱えたときの感動は今もこの胸に残っています。
あれから5年。
熊本地震では、熊本城をはじめとする多くの文化財が被害を受けました。
昨年は、ノートルダム寺院、沖縄の首里城が火災により焼失しました。
多くの先人たちが守り伝えてくれた松江城を、これからも自然災害、人災
から守り、子や孫の世代に確実に伝えていくことは、今を生きる私たちの責
務です。

このたび、有志により「松江城を守る会」が設立されました。①松江城を守り伝える機運醸成活動、
②松江城に関わる各団体のネットワーク促進事業を柱に、松江城に関わる人の輪を広げ、ひいては世界遺
産登録の道筋づくり、松江城及び周辺地域の新たな発展に寄与していきたいと決意しております。
是非とも、「松江城を守る会」の趣旨にご賛同いただき、松江城を守り伝えていく活動へのご参加を
よろしくお願い申し上げます。

令和2年5月15日　

「松江城を守る会」会長　　藤 岡 大 拙

令和2年5月15日

松江城を守る会  設立

「松江城を守る会」設立にあたって
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松江城天守国宝指定　 周年記念式典

国宝松江城をテー

マとした初めての環

境学習会が開催され

ました。環境団体や企

業、学生など幅広い年

代層の市民33名が参

加。第1部では、松江

歴史館  西島太郎学芸

員が松江城下の堀や武家屋敷について紹介。第2部では、佐藤

仁志  松江市文化財保護審議会委員が城山や堀に生息する動植

物について講演した後、参加者と共に堀川や城内を巡り動植物

を観察して松江城の自然を学びました。この学習会は、今後も

継続して開催します。

国宝松江城から学ぶ環境学習会
〈主催〉まつえ環境市民会議　〈開催日〉令和2年10月25日日

関係団体
事業報告01

Ev
ent

フィールドワーク

環境学習会のようす

開府以前の松江についての紹介

令和2年7月8日㈬、松江城天守の国
宝指定5周年を祝う記念式典が、松江
城本丸において開催され、当会役員が
出席し、5周年を祝うとともに、今後、
関係者で力を結集して貴重な文化遺産 
松江城を守り伝えていくことを再確認
しました。

松江城を守る会では、大きな事業方針のひとつとして、「松江城に関わる各団体のネットワーク化の促進」を掲げ、各団体の実施
する松江城に関する活動の支援を行うこととしています。今年度、守る会が共催などを行った各団体の事業についてご紹介します。
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国宝松江城を描こう

写生大会が開催されま

した。市内23の小学校

から延べ73人の児童が

参加しました。ほとん

どの参加者が本丸下に

陣取り、終始、熱心に

絵筆を走らせ、全員が

作品を提出しました。

将来を担う子供たちに松江の大切な財産である松江城を描くことによっ

て、ふるさと松江の良さを再認識してもらうきっかけとなったことを

願っています。

関係団体
事業報告02

写生大会
最優秀賞作品と受賞者の藤間紘希君

国宝松江城を描こう写生大会
〈主催〉松江堀尾会　〈開催日〉令和2年10月11日日

令和 2年 5月12日付 松江城を守る会設立総会（書面表決）

令和 2年 5月15日 松江城を守る会設立

令和 2年 7月 「市報松江」7月号　特集記事掲載

令和 2年 7月 8日 松江城天守国宝指定 5周年記念式典開催

令和 2年 8月～ 松江市議会、松江市役所職員、県外松江会、関係団体等　案内

令和 2年 9月 会員向けイベント情報発信

 　①堀尾吉晴公銅像清掃（松江堀尾会）

 　②松江城天守国宝指定 5周年記念写生大会（松江堀尾会）

令和 2年10月 市内全公民館へ会員募集協力依頼（会員募集チラシの配架）

 会員向けイベント情報発信

 　①国宝松江城から学ぶ環境学習会（まつえ環境市民会議）

 　②山陰名城叢書 2「松江城」発刊（ハーベスト出版）

令和 2年11月 市内全町内会・自治会への会員募集チラシ回覧

 松江市広報番組「だんだん情報」（マーブル放送）会員募集放送

令和 2年12月 松江城WEB講座　開設（松江市）

令和 3年 1月 会員向けイベント情報発信

 　①松江城検定試験（松江商工会議所）

令和 3年 1月31日 山陰中央新報 1面広告（市政広報）掲載

活
動
報
告

【会員数】　個人会員

▲

423名　　賛助団体

▲

14団体 （令和3年2月4日現在）
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役職 氏名 役職名など

会長 藤 岡 大 拙 発起人

副会長 古 瀬　 誠 発起人

副会長 立 脇 通 也 発起人

理事 足 立 正 智 島根県建築士会 会長

理事 安 部　 登 元松江郷土館 館長

理事 勝 部 廣 三 松江市町内会・自治会連合会 会長

理事 久保田  一 朗 松江堀尾会 会長

理事 瀬 崎 輝 幸 まつえ環境市民会議 代表

役職 氏名 役職名など

理事 田部長右衛門 松江商工会議所 会頭

理事 服 部 泰 直 島根大学 学長

理事 松 尾 倫 男 山陰中央新報社 代表取締役社長

理事 松 崎　 滋 松江観光協会 副会長

監事 持 田 寿 人 松江青年会議所 理事長

監事 黒 田 研 治 松江市 会計管理者

顧問 松 浦 正 敬 松江市長

まつえ環境市民会議、株式会社谷口印刷・ハーベスト出版、近畿松江会、土曜会（松江市役所管理職会）、広島ふるさと松江会、
株式会社まるちく（沖縄県）、株式会社エコ・ピット（沖縄県）、株式会社いさむ自動車（沖縄県）、合同会社長北ファーム（沖縄県）、
株式会社庭の川島、株式会社物部、松江商工会議所、KAZUKIプライベートクリニック、李白酒造有限会社 

松江城を守る会にご加入いただける個人、団体様を是非ご紹介ください。
お問合せは、事務局まで。HPもご覧ください。

詳しくは…　 松江城を守る会 検索

松江城を守る会事務局（松江市歴史まちづくり部松江城調査研究室内）

TEL：0852-55-5959　FAX：0852-55-5495
E-mail：mamorukai@city.matsue.lg.jp

Inf
orm

atio
n

松江城を守る会
会員募集中

「松江城を守る会」役員《設立総会メンバー》

お問合せ
松江城に関わる人の
輪を広げましょう

松江市史
別編1　松江城
本編、資料編合わせ1000ペー
ジの大著。天守、城郭、城下町
について、考古、建築、土木、
絵図・地図など多彩な分野の研
究者による、現時点での松江城
研究の到達点。

7,000円（税別）

松江城
ブックレット
〈シリーズ1～4〉
松江城に関する専門的な内
容を、各分野の専門家が分
かりやすく叙述するシリー
ズ。オールカラー。

500円（税別）

松江城天守
国宝へのみち
松江城天守は、平成27年7
月8日、国宝に指定されま
した。本書は松江城天守の
国宝指定への道のりにまつ
わる「一人ひとりのあの日
の記憶」を綴ったものです。

800円（税別）

山陰名城叢書2
松江城
中井均（編）
歴史、縄張り、建築、発掘
調査。松江城研究をリード
する執筆陣が、最新の研究
成果とともに、松江城を総
合的に解き明かす。
2,000円（税別）
（ハーベスト出版）

松江城
調査研究集録
〈シリーズ1～7〉
松江城調査報告会の記録集
と最新の研究論考をまとめ
ています。

500円（税別）

松江城
松江城の魅力をコンパクト
にまとめたガイドブック。
松江城の歴史と現在をわか
りやすく解説。

500円（税別）
（ハーベスト出版）

松江城
関係資料集
〈シリーズ1～4〉
松江城の図面集、天守古材
の集成など資料性の高いシ
リーズ

1,500円（税別）

松江城
関連書籍の
ご紹介

松江城松江城松江城松江城Books

※入会申し込み順（令和3年2月4日現在）

五十音順

賛助団体の皆様〈14団体〉




