
1.会員発表一覧

月例懇話会 (会員発表):毎月第 3水曜 日午後 7時から 赤石公民館和室

平成 21年度 会員発表

回 開催 日 発表者 題 名

1 8月 19日 高橋 敬明 樋 (比)爪館の範囲
９

″ 9月 16日 岩動  昭 吾妻鏡にみる"ひづめ"

3 10月 21日
高橋 敬明 赤石地区の石卒塔婆

平井 和夫 「館」の読みは 「たて」 。「だて」 。「たち」 ?

4 11月 18日

岩動  昭 大沼の主

金濱 興一 比爪館をめぐる諸問題

平井 和夫 樋爪一族 ―系図を主に 二して一

5 12ン月 16 日
金濱 興一 北条館についての推論

高橋 敬明 赤石地区の石卒塔婆 (2) ・箱清水遺跡について

6
平成 21年

1月 20日

平井 和夫 樋爪館の位置

高橋 敬明 岩手県紫波町善知鳥舘について

″
‘ 2月 17日

阿部 宥蔵 修験宗阿咋山覺王寺について

平井 和夫 樋爪 と五郎沼

高橋 敬明 樋爪氏 と比爪について

8 3月 ワ
‘ 日

箱崎由利子 作庭史 古代～平安 ―藤原氏三代庭園―

佐々木忠夫 樋爪五郎季衡ゆか りの地 高畠町

平井 和夫 比爪 (樋爪)の場所

高橋 敬明 赤石地区の発掘調査報告書について

平成 22年度 会員発表

回 開催 日 発 表 者 題 名

9
平成 22年

4月 21日

岩動  昭 覺王寺 と大 日堂について

金濱 興一 陣が岡の 28万騎について

高橋 敬明 南 日詰遺跡の発掘調査について

10 5月 19日
平井 和夫 山道・海道 と北上川

高橋 敬明 薬師神社の由緒

6月 16日
高橋 敬明 五郎沼の経塚

平井 和夫 奈良時代 と紫波町

ワ

“ 7月 21日
箱崎由利子 佐々木喜善の昔話より

金濱 興一 大荘厳寺の背景について

つ
０ 8月 18日

平井 和夫 人戸・林ノ前遺跡 と安倍富忠

高橋 敬明 樋爪氏関連略年表 (一 )

14 9月 15日
金濱 興一 大荘厳寺の移転先

高橋 敬明 岩手の伝説―みちのくの貞任
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15 10月  20 日
高橋 敬明 贄の柵を訪ねて一泰衡 と河田次郎―

平井 和夫 大河次郎兼任について

16 11り目 17 日 平井 和夫 奥州 0藤原氏の支配体制 と支配領域

ワ
イ 12り¬ 15 日

佐々木絹江 紫波町の遺跡・史跡をめぐりて

金濱 興一 北 日詰第 8行政区の屋号について

平井 和夫 後三年合戦 と大鳥井山遺跡

18
平成 23年

1月 19日

高橋 敬明 比爪館遺跡の発掘調査について

平井 和夫 大鳥井山遺跡について

一Ч
〕 2月 16日

大沼 耕平 アラハバキについて

高橋 敬明 伊豆山神社の走湯権現像について

※ 3月 16日 開催予定の第 20回月例懇話会は、東 日本大震災のため中止 しました。

平成 23年度 会員発表

回 開催 日 発 表 者 題 名

０
４

平成 23年

4月 17日
金濱 興一 樋爪氏の分家の理由と産金

平井 和夫 紫波の伝説・むかし話 ―炭焼藤太―

古典文学に現れた平泉 I

6月 15日
平井 和夫 宮澤賢治の初恋の人

高橋 敬明 下川原 I・ Ⅱ遺跡発掘調査報告書 (一 )

24 7月 20日
高橋 敬明 下川原 I・ Ⅱ遺跡発掘調査報告書 (二 )

7月 3日 実施 ンた第 2回研修旅行について (参加者の感想 )

25 8月 17日
石幡  信 山王海館―斯波詮直が隠れ住んだ城館―

平井 和夫 安倍氏以前の奥羽下貞観地震・津波一

「ｈ
）

●

一
10月 19日

岩動  昭 古典文学に現れた平泉Ⅱ

高橋 敬明 泰衡 と俊衡の人物像

ウ
イ

９

″ 11月 16日
岩動  昭 古典文学に現れた平泉Ⅲ

平井 和夫 平泉の前史 (安倍一族の出 自)

28 12月 21日
石幡  信 紫波町西部の城館

高橋 敬明 赤石村の郷倉所在地・蛇の塚 (経塚)跡

29

平成 24年

1月 18日

高橋 敬明

久慈 和子

夜泣き石伝説 と石碑の文字

平井 和夫 矢立廃寺跡 と樋爪氏

30 3月 21日
高橋 敬明 胡堂を育んだ紫波の歴史風土

平井 和夫 安倍氏以前の北方交易

平成 24年度 会員発表

回 開催 日 発表者 題 名
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０
０

平成 24年
4月 15日

高橋 敬明 比爪館の発掘調査について

９
″

つ
０ 5月 16日 石幡  信 紫波町東部の中世城館について (1)

Ｏ
υ

０
０ 7月 18日

石幡  信 紫波町東部の中世城館について (2)

桜井 芳彦 比爪館について

34 8月 15 日 高橋 敬明 赤石地区の石卒塔婆について

35 9月 17日 桜井 芳彦 比爪館の発掘調査について (2)

36 10り町 17 日
金濱 興一 最上小国城 (岩部 ノ館)について

平井 和夫 道 (古代の道)について (1)

ワ
ー

０
０ 11月 19日 桜井 芳彦 比爪館 の発掘調査 |二 ついて 13)

38
平成 25年

1月 16日

高橋 敬明 滝名川流域の砂金採取地につ 1ヽ て

平井 和夫 古代の道 (2)

39 2月 20日 桜井 芳彦 比爪館の発掘調査について 141

40 3月 20日
金濱 興一 置賜小国城 (御城山)につ、ヽて

平井 和夫 紫波町の 「鎌倉街道」

平成 25年度 会員発表

41
平成 25年

4月 14日
平井 和夫 治承 。寿永の内乱 (吾妻鏡)か ら

42 5月 15日
金濱 興一 置賜郡長井の荘について

高橋 敬明 赤石地区の紫波町指定史跡・遺跡について

43 7月 17日
大沼 耕平 大正 5年紫波町地図か らみえて くるもの

宇部 真澄 樋爪太郎俊衡 投降を決断させたものは

44 8月 ９

″ 日
佐藤 雄一 赤石 を興 した人々

石幡  信 奥州合戦福島編一石那坂の戦い、阿津賀志山の戦い一

45 9月 18日
大沼 吉英 ひづめの絵師 宮川静堂について

堀切 奎三 紫波町の金山と「樋爪の館」の造営について

46 10月 17日
佐藤 雄一 赤石 を興 した人々 (そ の 2)

金濱 興一 白幡の地名について

ワ
′

И
仕 12り弓 18 日

高橋 敬明 比爪館 1～ 5次発掘調査の概要

平井 和夫 防御性集落について

48
平成 26年

1月 15日
堀切 奎三 北の居館 「樋爪の館」の造営 と金山開発

49 2月 19日 平井 和夫 防御性集落について (2)

50 3月 20日
金濱 興一 志賀理和気神社について (1)

山崎 純醒 泰衡の首の真偽―まつわる謎を検証する一
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平成 26年度 会員発表

51
平成 26年

4月 16日

中野  宏 高水寺 |ま どこにあったか ?

石幡  信 信夫庄 佐藤一族について

52 5月 21日
高橋 敬明 滝名川と砂金―赤石村郷土教育資料から一

平井 和夫 藤原清衡考

53 7月 16日
金濱 興一 志賀理和気神社について (2)

平井 和夫 藤原清衡考 (2)

54 8月 20日
堀切 奎三 樋爪館 と金山について

しゃ 。ベーる ;岡村 日出子・小笠原悦子 講談 「宮手獅子踊」

一
Ｄ

一
〇 9月 19日

佐藤 雄一 赤石小学校郷土学習について

平井 和夫 藤原清衡考 (3)

56 10ン月 15 日 金濱 興一 志賀理和気神社について (3)

57 12月 17日 石幡  信 秀衡街道 (平和街道)を巡って

58
平成 27年

1月 21日
平井 和夫 斯波氏について

Ч^

」

一
ヽ́
一

]弓 lS≡
高橋 敬明 比爪系藤原氏について一県博テーマ展から一

百 ≡言≡
=1言

ま三■ t共
=,二

つ 1ヽ て

3月 18日 モ再
「

[・ i■ i西 垣千三烹itt t(二 つ :ヽ て

平成 27年度 会員発表

回 開催 日 発表者 題 名

61
平成 27年

4月 15日
平井 和夫 赤沢の義経伝説について

・̈

一
ｂヽ 5月 20日

金濱 興一 下河原訓導頌徳について 1
耳■ まF弓 五鈷杵と書の年代について

63 7月 15日
=「

―■    ′詈
1竜霞道 鹿角街道紀行 1

大沼 耕平 遍照寺・赤石神社について

64 8月 19日 金濱 興― 下河原訓導頌徳について 2.

65 9月 16日
高橋 敬明 比爪館遺跡 6～ 7次発掘調査について

平井 和夫 ニノ、 (三ノ、)の源義経

66 10月 21日
高橋 敬明 比爪館遺跡 7次発掘調査について

石幡  信 桃太郎伝説について

ワ
イ

次
υ 11月 18日

金濱 興一 下河原訓導頌徳について 3.
平井 和夫 古代蓮の開花について

68 平成 28年

1月 20日
高橋 敬明 赤石地区の屋号について

69 2月 17日 金濱 興一 高水寺  1.

″
′



70 3月 23日
高橋 敬明 比爪館 と関連遺跡の発掘調査 1

平井 和夫 吾妻鑑にみる奥州平泉  1.

平成 28年度 会員発表

回 開催 日

平成 28年
4月 20日

発表者 題 名

ウ
‘

金濱 興一 高水寺 2
平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 2

９

″

″
‘ 5月 18日

高橋 敬明 比爪館 と関連遺跡の発掘調査 2

平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 3

Ｏ
υ

″
ｒ 7月 20日

高橋 敬明 宇都宮社の 「職掌」について

平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 4

74 8月 17日
金濱 興一 高水寺  3
平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 5

75 9月 ９

“ 日
高橋 敬明 比爪館 と関連遺跡の発掘調査 3

金濱 興一 高水寺  4
76 10り弓 19 日 平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 6

ワ
イ

ワ
ｒ 11月 16日

石幡  信 気仙沼市本吉と平泉

高橋 敬明 比爪館 と関連遺跡の発掘調査 4

78
平成 29年 岡村 日出子 「講談」 若き日の義経

1月 18日 平井 和夫 吾妻鏡に見る奥州平泉 7

79 2月 15日

旗福 晴子

小笠原悦子

大 沢斗志子

講談  義経シリーズ

高橋 敬明
全国の「ひづめ」姓について一中村雅明さん調査資料に

よる一

80 3月 25日 金濱 興一 「ひづめ」 1

平成 29年度 会員発表

回 開 催 日 発 表 者 題 名

81
平成 29年

4月 19日
平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 8

82 5月 17日
高橋 敬明 鎌倉時代の紫波 1

平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 9

83 7月 19日
宇部 真澄 平泉の母たち

金濱 興一 ひづめ 2

84 8月 16日
金濱 興一 ひづめ 3

平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 10
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85 9月 20日
高橋 敬明 鎌倉時代の紫波 2

石幡  信 陣が岡の武将たち

86 10月 18日 平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 11

ウ
イ

０
０ 11月 15日

櫻井 早苗 五郎沼の古代蓮について

石幡  信 北條舘 と北條氏について

88
平成 30年

1月 17日
金濱 興一 源頼朝の戦跡を訪ねて

89 2月 21日
高橋 敬明 鎌倉時代の紫波 3

宮  良男 日本の仏教 1

90 3月 21日 平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 12

平成 30年度 会員発表

回 開 催 日 発 表 者 題 名

平成 30年

4月 18日

岡村 日出子 歴史講談 1,金色堂の建立  (う すむ らさき)

佐藤いくみ 歴史講談 2.藤原基衡の企み  (わかむ らさき)

~て
|ス

'´
′3■ 歴史講談 3.藤原基衡の葬儀  (こ む らさき)

‐三 =墨   二言 ―一 歴史講談 4.奥州合戦  (恋紫 )

宮  良男 日本の仏教 2.

つ
０

０
コ 7月 18日

小笠原悦子 歴史講談 5。 中尊寺炎上  (おおむらさき)

久慈 和子 歴史講談6.北の方平氏の情念  (和葉紫)

石幡  信 紫波郡の城館  1

一
＾

高橋 敬明 鎌倉時代の紫波 4

平井 不口夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 13

95 9月 19日
浅沼 幸男 稲蕃均語

石 幡  信 紫波部の城館  2

96 10月 17日
宮  良男 日本の仏教  3
平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 14

97 11り目 21 日
金濱 興一 樋爪川

石 幡  信 紫波郡の城館 3

98
平成 31年

1月 16日

高橋 敬明 鎌倉時代の紫波 5

平井 和夫 吾妻鏡にみる奥州平泉 15

99 2月 20日
宮  良男 日本の仏教 4
石 幡  信 紫波郡の城館 4

100 3月 20日
平井 和夫 樋爪館は移転 したか ?

100回 を記念 、これまでの思い出や今後について語る茶話会
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