
号　数
（年次）

種　類 題　　　　名 著　者 残　部

山岳信仰と七滝不動尊 中條　吉春

涌谷・小牛田のアイヌ語地名 沢　　重人

研究ノート 安政期武家屋敷の調査について 永瀬　徳郎

由来 小里八幡神社の由来 木村　純一

史料紹介 「海道記」（一） 櫻井　伸孝

涌谷の鳥昔語り 森　　俊彦

菅井梅関と涌谷 黒澤　國雄

老舗の記録－久惣家のことども 中條　吉春

「海道記」（二） 櫻井　伸孝

戊辰戦争と妙見宮・軍令 成沢　隆次

涌谷の方言語源考　メンメンタマグラの謎 鈴木　市郎

史料紹介 「海道記」（三） 櫻井　伸孝

順姫と夫君清興公 中條　吉春

涌谷の方言語源考 鈴木　市郎

ふるさとと文化財 木村　未有子

高山さんからの手紙 黒澤　國雄

文化財愛護と観光資源 櫻井　伸孝

史料紹介 「海道記」（四） 櫻井　伸孝

「伊達騒動（寛文事件）」の一考察 香川　道夫

武蔵の謎に迫る－永沼家絵巻－ 森　　俊彦

花井日記に見る　天保飢饉の頃の涌谷の気候 森　　俊彦

蘇れ釣瓶井戸 永野　幸雄

文化財友の会とわたし 伊藤　溪子

史料紹介 戊辰戦争出陣兵士寄進者名碑 中條　吉春

論文 もうひとつの戊辰戦争－秋田口の戦い（一） 櫻井　伸孝

「樅の木は残った」管見 森　　俊彦

わが町の探訪 大友　善弘

「史料館」で考えたこと 出師　　馨

「涌谷に棲む」の記－自分史下書き－ 氏家　英博

『軍事方目録』（その一） 櫻井　伸孝

幼き日の思い出－遊び歌－ 中條　吉春

彌右衛門の手鞠歌 永沼　大樹

論文 もうひとつの戊辰戦争－秋田口の戦い（二） 櫻井　伸孝

「伊達安芸の書状」探索 櫻井　伸孝

箟峯寺アラカルト 森　　俊彦

群雄割拠 千石　興治

移動研修 伊藤　　祐

箟峯寺探訪記 小畑　　茂

史料紹介 『軍事方目録』－入間田家文書（その二） 櫻井　伸孝

論文 『花井日記』について 森　　俊彦

論壇 「伊達安芸の書状」探索その二 櫻井　伸孝

移動研修－横手探訪記 菅原　貞司

上郡・下郡地区の史跡をめぐって 佐藤　俊男

史料紹介 『梅渓日録』 櫻井　伸孝
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創刊号
（平成５年）

論文

×

第２号
（平成６年）

論文

残部僅少

史料紹介

第３号
（平成７年）

論文
×

第４号
（平成９年）

論文

×
論壇

第５号
（平成16年）

論文

×
論壇

第６号
（平成17年） ×

論壇

史料紹介

第７号
（平成18年） ×

論壇

随想

第８号
（平成19年） ○

随想



号　数
（年次）

種　類 題　　　　名 著　者 残　部

論文 天平産金の功労者たち 福山　宗志

二本松歴史探訪 大友　善弘

春季史跡めぐり 伊藤　源治

光明院探訪記 小畑　　茂

史料紹介 『石之巻江御備御人数相出二付諸事覚』 櫻井　伸孝

「前谷地支倉氏」の出自について 櫻井　伸孝

天辰一刀流 森　　俊彦

一五〇年前の涌谷の世相 森　　俊彦

我が家の先祖物語 佐藤　俊男

赤十字腕章十九日 永野　幸雄

名取の里移動研修 小畑　　茂

永福寺・田沼町・お新山さま 大友　善弘

史料紹介 「年末詳」の伊達安芸書状 櫻井　伸孝

伊達安芸の書状から見た寛文事件 櫻井　伸孝

後藤孫兵衛家について 丹野　雅文

箟峯寺本尊胎内納経について 坊城　延溟

研修報告 石巻市内あちこち 菅原　貞司

論文 吉野作造と菅原傳 森　　俊彦

史料紹介 仮題『村常公参府道中記』 櫻井　伸孝

論文 「天保の飢饉」をめぐる人々 櫻井　伸孝

史料紹介 『花井日誌』抄 櫻井　伸孝

論文 明治二十三年の遠田郡役所 櫻井　伸孝

論壇 佐藤長先生のこと 木村　未有子

世界遺産「平泉」を訪ねて 大友　善弘

町内「館めぐり」 伊藤　源治

史料紹介 『花井日誌』抄 櫻井　伸孝

光明院物語（その一）

一、涌谷町内板碑・古碑について

二、天明飢饉供養碑と久惣家（旧姓我妻、吾妻）

三、光明院及び花勝山墓地板碑群

コラム 黄金山「産業廃棄物中間処理場」問題に思う 櫻井　伸孝

歴史の重さを感じた角田・丸森の研修会 小畑　　茂

古道・古碑めぐり（涌谷町内研修会報告） 伊藤　源治

箟峯寺への参道 坊城　延溟

坂本氏一族について 坂本　紀男

明治時代の年中行事と祭礼－「千石五郎日誌」を読む－ 櫻井　伸孝

コラム 「見龍院木像」と扁額「盡忠見龍院」 櫻井　伸孝

栗原郡の史跡探訪 伊藤　源治

古樹を巡る 伊藤　源治

大和町の史跡を訪ねて 小畑　　茂

戦国時代の亘理氏についての考察 坂本　紀男

涌谷伊達家の知行高、及び家臣の禄高、家格について 坂本　紀男

コラム お城山の石段・千石家薬医門 櫻井　伸孝

史料紹介 伊達政宗書状 櫻井　伸孝

文化財友の会町内研修会「箟峯寺参道」に参加して 小畑　　茂

舟運の歴史と文化の薫るまち「大石田町」を訪ねて 出師　　馨

第９号
（平成20年） ○移動研修報告

第10号
（平成21年）

論文

×論壇

研修報告

第11号
（平成22年）

論文
○

第12号
（平成23年） ○

第13号
（平成24年） ○

第14号
（平成25年） ○

研修報告

第15号
（平成26年）

論文 中條　吉春

○

研修報告

第16号
（平成28年）

論文

○

研修報告

第17号
（平成29年）

論文

〇

研修報告



号　数
（年次）

種　類 題　　　　名 著　者 残　部

佐沼亘理家と寛文事件について 坂本　紀男

「木間塚妙見社縁起書」に見る涌谷伊達家の戦力 坂本　紀男

相野沼“讃花”－水草の歴史と文化 伊藤　源治

史料紹介 「藤吉登城之節」 櫻井　伸孝

町内研修「涌谷伊達家墓所巡り」 鈴木　俊一

町外研修「松島めぐり」 伊藤　源治

武石胤盛と末裔・涌谷伊達氏について 坂本　紀男

涌谷藩の御一家・宿老の知行高について 坂本　紀男

「川邊家のこと」 川部　満彌

杏庵さんをたずねて　その一 吉村　英樹

町外研修「気仙沼方面めぐり」に参加して 鈴木　俊一

岩手県北上市博「慶念坊とその時代展」 伊藤　源治

町内研修「上郡・下郡の明神さま・鎮守さま巡り」 小畑　　茂

伊達騒動（寛文事件）について 坂本　紀男

岩出山伊達家二代邑主伊達宗敏と涌谷 阿部　弘樹

論壇 一枚の絵図 櫻井　伸孝

町外研修「七ヶ宿を行く」白石、七ヶ宿方面に参加して 伊藤　源治

町内研修「成沢、小里地区探訪」 鈴木　俊一

戦国時代が色濃く残る「亘理氏」の嫁取り・初代～六代 坂本　紀男

明治期宮城県北部の交通事情－「千石五郎日誌」より－ 櫻井　伸孝

史料紹介 「伊達安芸宗重公御跡式御願」と「見龍院様御百ヶ年忌」 坂本　紀男

町内研修（1）「涌谷伊達家墓所探訪」 鈴木　俊一

町内研修（2）「箟峯寺巡り」に参加して 小畑　茂

町内研修（2）「箟峯寺巡り」に参加して 松田　茂

涌谷伊達家10代邑主村清の時代 阿部　弘樹

涌谷城開府430年と城下の整備 坂本　紀男

史料紹介 旧遠田郡役所庁舎について 櫻井　伸孝

美濃守様御廟 坂本　紀男

伊達安芸宗重の上府について 櫻井　伸孝

「祗劫寺・陽山寺・小松千手観音坐像」巡り 鈴木　俊一

「佐沼亘理家探訪」に参加して 小畑　茂

その他 涌谷の方言集 涌谷町文化財友の会 ×

第18号
（平成30年）

論文

〇

研修報告

※会報は、涌谷町くがね創庫、涌谷町立史料館、涌谷公民館にて、一冊６００円で頒布しています。
　なお、場所によっては頒布していない号数がありますので、お問い合わせは事務局まで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：０２２９－４３－３００１）

研修報告

〇

コラム

第19号
（令和元年）

論文

論壇

研修報告

第20号
（令和2年）

論文

研修報告

〇

〇

論文

第21号
（令和3年）

第22号
（令和4年）

論文

〇

研修報告
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