全國山名氏一族会
〒
村岡２３６５法雲寺内

兵庫県美方郡香美町村岡区
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本 年 度 常 任 理 事 会 を 開 催

総会特別協賛一覧

・徒歩移動のところでは、時間
また、総会開催に際しましては、
を大目に取る必要を感じた。 宮田相談役・草山副理事長・宇野
などのご意見をいただきました。 隆氏の各氏より総会協賛金として
総会会計の報告
多額のご寄付をいただきました。
この場を借りてお礼申し上げます。
会計面については左表の決算書
次総会ではより多くの皆様に参
の通りで、山名会会計からの活動
加いただけるよう充実した内容の
助成金（総会赤字の補填）は３万
総会を計画したいと思いますので、
５千円まででおさまり、安堵して
ご参加の程よろしく願いします。
おります。

第２５回山名会総会 会計決算
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去る３月 日に京都市のセントノームホテルにて常任理事会を
開催し、山名靖英理事長をはじめ役員７名のご出席の元、第
回総会の報告及び、本年度の活動などについて協議いたしまし

決算額
摘 要
４４２，０００ 全日程参加１４名、日帰参加４名
５７，０００ 有志ご寄付。協賛一覧参照
３４，８１０ 通常会計より助成
０
５３３，８１０

たので、その概要をご報告します。
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回山名会総会の総括
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・今回の参加者は 名（全日程
参加 名、日帰参加４名）で、
もっと多くに会員さんに参加
しやすい計画を考える必要が
ある。
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京都市内のホテルにて昼食を取りつつ常任理事会を行
いました。理事様方にはご参集有り難うございました。
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昨年 月に山名氏の発祥の地で
ある高崎市山名町、新田氏の本拠
地であった太田市の関連史跡を巡
るコースで山名会総会を実施いた
しました。総会の内容につきまし
ては前会報を参考にしていただく
として、総会行事に関する感想や
反省点としては、
・１泊２日の限られた時間内に
多くの史跡見学が出来たよう
に思える。
・事前の準備が入念で、スムー
ズに行事が行えたのではない
か。
・光臺寺で多くの方々に迎えら
れて恐縮した。

山名八幡宮の神馬像

協賛額
３７，０００
１０，０００
１０，０００
５７，０００

お名前
宮田靖國様
草山 宏様
宇野 隆様
合計

摘 要
講師・史跡ガイド・運転手・旅館
永福寺・金龍寺・光臺寺
10 日アートマルシェ、11 日寒山亭
ホテルふせじま
マックトラベル
送金料

決算額
４６，０００
６０，０００
５７，７８０
２５７，８３０
１１１，６６０
５４０
５３３，８１０

H30/11/10～11 実施
決算額
５３３，８１０
５３３，８１０
０

収入総額
支出総額
差引
収入の部
項 目
会員参加費
協賛金
助成金
雑収入
合計
支出の部
項 目
謝礼
お供え
昼食費
宿泊費
バス代
雑費
合計

平成３１年４月５日
全國山名氏一族会
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本年度の活動について
『山名蔵』は山名会が事務局を
置く法雲寺内に設立されている山
名氏専門の歴史史料館です。
元々は法雲寺に伝わる村岡山名
由来の史料や寺宝を展示・保管す
るために昭和 年代に建設された
小さな史料館だったのですが、山
名会が発足した平成の初年頃に山
名会会員や関係者から山名氏関連
の各種史料のご寄贈を受けて、今
までの小さな史料館では収蔵が追
いつかなくなり、山名会のご協力
も得て現在の規模に建て直したも
のです。
建物は、土蔵造りの２階建てで、
広さは建坪 坪（ 条）で、延べ
坪は 坪（１２０条）あり、現在
１５０点ほどの史料を保管してい
ます。
その山名蔵も建設から約 年、

山名蔵修繕事業の協力について
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第 回総会の計画など
後述の山名蔵の修繕事業の仕上
がり具合の検分を兼ねて、 月頃
に、但馬（兵庫北部）・山陰方面
を１泊２日の行程で巡る計画を進
めることといたしました。
具体的な見学場所やコースにつ
きましては、これから計画を進め
たいと思いますが、常任理事会の
席では、 月の山陰は「蟹のシー
ズン」ですので、参加費との兼ね
合いで、どこまで満足行くものに
なるか分かりませんが、修繕事業
の検分や史跡探訪だけでなく出来
れば蟹や温泉も楽しめるような計
画が立案できればと考えています。
計画が具体化するまで、今しば
らくお待ちください。
なお、他の総会候補地としては、
鎌倉方面や、磐田市の山名郷や牧
ノ原の静岡山名氏の足跡を静岡県
に訪ねるコースも話題に上がりま
した。今後の参考にしたいと思い
ます。
その他の課題としては、山名会
の一般社団法人化の件、山名会の
小冊子「山名第七号」発行の件な
どもございます。いずれも、会計
状況と相談しながら進めたいと思
いますので、ご理解の程よろしく
お願いいたします。
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「山名蔵」でございます。会員の
皆様には、山名蔵の護持につきま
して、格別のご理解ご協力を戴け
ますよう願う次第です。
なお、当事業につきましては、
常任理 事会のメンバ ーを中 心に
「山名蔵整備実行委員会」を組織
し、法雲寺檀徒会と協力して進め
て参りたいと思います。
山名会会員の皆様には、当事業
へのご理解、何卒よろしくお願い
します。
尚 、 寄付 協力 に つき ま して は
『一口当り５０００円 任意口数
（出来れば複数口以上）』のご協
力をお願い出来れば幸いです。
詳しくは、後日お送りする趣意
書をご参考にお願い致します。
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土蔵作りの建物はまだまだ大丈夫
なのですが、建設当初は、白と黒
の対比が鮮やかだったナマコ壁は
塗装が色褪せ、漆喰は剥離やヒビ
が目立つようになってきました。
今後の 年～ 年の維持管理を
考えると、ここで一度、塗装を中
心とする外装の修繕作業を施して
おくべきと考えています。
唯一無二の山名氏専門の史料館

×

編集後記
新しい元号が令和と決まり、平成
の時代も幕を閉じようとしています。
一人の人が一世代を担えるのは
年ぐらいと聞いた覚えがあります。
昭和 年に発足した山名会は今年で
年。平成 年に出来た山名蔵は
年となり、どちらも一世代を経て次
の時代へと向かおうとしています。
新たな時代の流れの中で、独自の
存在感を持った山名会や山名蔵で有
り続けることが出来ればと思います。
会員の皆様には、ご無理を申しま
すが、ご協力の程よろしくお願いい
たします。
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旧「山名蔵」
法雲寺に伝わる史料を展示保
管のため昭和40年代に建設。
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現在の「山名蔵」
山名会発足をきっかけとして
寄贈された史料を所蔵。

色あせた「なまこ壁」
建設から約30年、今後の維持
の為にも塗装を施したい。

平成３１年４月５日
全國山名氏一族会
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