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松江市教育委員会

はじめに
松江開府四00年を悪して︑平成十九径から五ケ年にわたって﹁開府
四00年祭﹂を実施している松江市では市内各地区で地域の歴史や伝承

明治の同時期︑鉄道敷設に松江市民がどのようにかかわったかを解明し︑今

に続く島根県や松江市の現状をも示唆する牙胴を掲載しました︒

そして︑堀尾氏関連轟を全国的に調査して︑史料目録を作成し︑それら

を読み解くことで﹁松江開府の祖吉晴﹂と﹁松江初代藩王忠氏﹂の実像を明

町並などをあらためて見直す活動が広がっています︒
一方︑古代から近現代までの歴史学研究は︑近午大きく進展いたしました︒

らかにしました︒

賜わりますようお願い申上げまt︒

福島律子

松江市教育委員会

録については︑次号にまとめて掲載することにしたいと考えます︒ご理解を

員等の紹介及ひ狸委員会・編集委員会や各部会︑遍是至等の各種活動記

尚︑紙数の関係から本号には掲載できませんでしたが︑基本計画や編集委

と得力をはじめ︑市民の皆様のご支援を一層お願いするものであります︒

今後は︑新﹃松江市史﹄の完成をめざして︑地域史研究者の方々の御参加

残された石造物から探り︑風化する石造物調査の急がれるととを示しました︒

また︑江戸時代に隆盛を極めた︑松江の東照宮と圓流寺の繁栄の様子を︑

た時が多いのか︑江戸滞在が多いのか︑参動交代記録から分析しています︒

次に︑堀尾氏に次いで藩王となった京極氏と︑松平氏の負潘王が松江に居

堀尾氏にょって城下町松江が誕生して四00年を迎える松江市は︑近年の
歴史学研究の成果を士台にし︑松江市民の歴史を学ぶ活動を支えとしながら︑

新﹃松江市史﹄の河1業を開始いたしました︒
合併後の新たな松江市の歴史を振り返り︑未来への展望を見出す契機とし
て実施tるものです︒

十ケ年を要して︑史料編十一巻︑通史編五巻別編三巻の全十九巻の完成
を予定しています︒

こ四1業の過程で実施する史料調査活動研究成果を報告しようと
するのが︑﹁市史研究﹂でt︒

今回の盲ぢでは︑狸事業開始にあたり︑狸の音美我と目的を編集委員長
がまとめ︑各委員の研究報告を掲載いたしました︒

明治初期の一地方都市である松江初代市長福岡世徳が︑地域発展のため奔
走する実態を︑福岡自身の﹃公務手帳﹄から論じ︑分析しました︒そして︑
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