◎ 「みやぎ街道交流会」これまでの主なあゆみ
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平成19年度
5月3
～4日
2 5月16日

「街道と舟運について高倉先生と語る会in寒風沢」
設立総会開催
「みやぎ街道交流会ニュース」創刊号 発刊

野々島（塩竃市浦戸諸島開
発総合センター）、寒風沢島

基調講演「仙台領の街道について」及び活動報告
観月会及び街道談義 ［4日］寒風沢島 島内調査

3 6月2日

臨時総会開催

道路資料館“みちあむ”

みやぎ街道交流会のあり方(討論）

4 8月4日

交流大会プレイベント

栗原市「旧奥州街道を歩いてみる会」

栗原市

栗原市役所職員を中心として街道資源調査(高清水から一関市真柴間の奥州街道探訪)

5 9月24日

交流大会プレイベント「秋の味覚と時空の旅 奥州街道探訪会」

栗原市

市民を対象（高清水から一関市真柴間の奥州街道探訪）

「『みやぎ街道交流会』第１回交流会議in栗原」開催

栗原市
金成庁舎（ほたるホール）ほ
か

交流大会（基調講演、活動報告、栗原地方の奥州街道について）
街道談義 ［18日］奥州街道探訪会（栗原市高清水～岩手県境付近）

「くりはら街道会議」設立

栗原市

1

6

11月17
～18日

7 2月2日

平成19年度事業計画

平成20年度

2 5月24～25日

H20年度定期総会・記念講演会
「地域遺産の風致構成/金ヶ崎、そして仙台」
「戊辰戦争140年in七ヶ宿」共催

3 6月19日

事務局をみやぎNPOプラザに移転

4 8月30日

ミニ講演会「大衡村の旧奥州街道」開催

みやぎNPOプラザ

講師/高倉 淳会長

5 10月22日
11月21
6
～22日
7 11月23日

勉強会「地名学の夕べ」開催

みやぎNPOプラザ

「とうほく街道会議 第４回交流会 仙台・宮城大会」開催を主管

仙台市福祉プラザほか

講師/太宰 幸子
基調鼎談、第１・２分科会、パネル展、街道談義
［22日］街道探訪会（A・Bコース）

「奥州街道調査会」（築館地区）

栗原市

8 2月8日

「奥州街道（築館地区）歩いて調査」（築館IC～宮野）

栗原市

奥州街道（金成・夜盗坂付近）現地調査

栗原市

これまでの活動結果を「栗原の奥州街道の現状と保存の取り組み」としてまとめる（5月11日）

みやぎNPOプラザ

講師/東北大学教授・平川新氏

みやぎNPOプラザ
栗原市市民活動支援セン
ター他

第一部 民話語り 森 裕子 第二部 ミニ講演 高倉 淳
「地方の元気再生事業」の一環としての街道ガイド養成（NPO法人奥州街道会議、くりはら街
道会議と協働） 当交流会から高倉会長、京野副会長が講師

白石市越河公民館ほか

講演会（講師：佐藤忠氏・秋本好則氏）

栗原市奥州街道（夜盗坂～新鹿野間）刈払い

現地

「地方の元気再生事業」の支援を受けて、藪に眠る街道の刈払いを実施（NPO法人奥州街道
会議、くりはら街道会議と協働）

1 5月8日

奥州街道一関市鬼死骸地区調査

現地

いわいの里ガイドの会、いわて街道交流会、一関市、くりはら街道会議、くりはら磨き隊、みや
ぎ街道交流会、奥州街道会議、栗原市 計13名

2 5月29日

H22年度定期総会・記念講演会
「伊達政宗の領国整備と街道 ～戦国から近世への街道～」

みやぎNPOプラザ

講師/仙台市博物館 市史編さん室長・菅野 正道氏

3 7月11日

上街道調査（１）

一関市追分～栗原市金成赤
子檀ノ原市道

くりはら街道会議 10名

4 10月2～3日

「『みやぎ街道交流会』第２回交流会議in加美」開催

加美町中新田交流センター

5 10月11日

栗原市奥州街道道しるべ設置

栗原市

1 5月17日

みやぎNPOプラザ

講師/まち遺産ネット仙台・大沼正寛氏

七ヶ宿町活性化センター

基調講演、フォーラム、街道談義

［25日］街道探訪会、特別展見学

(株)Rプランニング移転に伴い

平成21年度
1 4月11日
2 5月23日
3 9月5日
4 11月～2月
5 11月23日
6 12月19日

H21年度定期総会・記念講演会
「関山街道の魅力」
ミニ講演会「炭焼藤太を語る」 ～伝説にどこまで迫れるか～
栗原市奥州街道ガイド養成講座
11月14・22日、12月20日、1月23日、2月20日
「みやぎ街道交流会in越河・斎川
～越河・斎川地区の歴史探訪と街道探訪会～」開催

街道探訪会

平成22年度

交流大会（基調講演・鼎談、活動報告、） 、街道談義 ［３日］街道探訪会（A：軽井沢越最上
海道 B：東山官衙遺跡と関連遺跡）
奥州街道の道しるべ設置 22箇所 ほかに有壁地区民で 15箇所設置
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奥州街道一関市鬼死骸地区苅り払い
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現地

いわいの里ガイドの会、いわて街道交流会、一関市、くりはら街道会議、くりはら磨き隊、みや
ぎ街道交流会、奥州街道会議、栗原市外10団体 計39名

みやぎNPOプラザ

講師/東北歴史博物館 上席主任研究員 柳澤和明氏

一関市真柴（鬼死骸）地区

いわて街道交流会
基調講演（講師/東北学院大学教授・斎藤善之）、フォーラム、海道談義（観月クルージング）

平成23年度

2 8月27日

H23年度定期総会・記念講演会
「貞観津波と多賀城」
一関市鬼死骸橋梁架設

3 10月10日

「震災復興支援フォーラム『奥鹽地名集』講演会＆観月舟」開催

瑞巌寺・陽徳院、松島湾

4 10月23日

一関市鬼死骸地区苅り払い

一関市真柴（鬼死骸）地区

5 12月6日

「関山街道フォーラム」準備会及び設立実行委員会

青葉区広瀬市民センター

設立を中心になり呼びかけ （出席：平川顧問、白鳥会長、事務局（山屋、横山） 他）

1 4月28日

関山街道フォーラムプレイベント 「関山隧道&嶺渡り」

関山峠

2 5月26～27日

「関山街道フォーラム」実行委員会参画

旧関山隧道（宮城県側坑口）までの探索と関山古道（嶺渡り）の探訪
記念講演会、基調報告、活動事例発表（6団体）
［27日］街道探訪会 「宿場町を歩こう」
講師/仙台医健専門学校副校長 高橋 英子氏
（みやぎ街道交流会顧問）
（事前：作文募集・審査） 作文入選者発表、記念講演、表彰式、講評、街道談義
［2日］多賀城跡及び周辺史跡探訪（３コース）
第3回関山街道フォーラム実行委員会総会にて規約改正（実行委員会から協議会へ発展的
改組）

1 6月4日

平成24年度

3 6月3日
4 12月1～2日
5 12月8日

平成24年度定期総会・記念講演会
「健康で美しく歩こう！」
史跡のまち再生事業「多賀城碑のなぞを探る！」 発表会・講演会、探訪
ウォーク

みやぎNPOプラザ
東北歴史博物館講堂・
多賀城史跡周辺

「関山街道フォーラム協議会」設立総会

青葉区広瀬市民センター

1 4月13日

ミニ講座「御普請方留にみる土木技術者の心得」

みやぎNPOプラザ

講師/みやぎ街道交流会顧問 三浦 良信氏

2 4月29日

関山街道フォーラム探訪会「関山隧道&嶺渡り」【支援事業】
平成25年度定期総会・記念講演会
「川のみちの歴史を探る －北上川下流域を中心に－」
地名講座 太宰幸子「太平洋沿岸地域を歩く」
～大震災の前・直後、そして今・明日～
ミニ講座「歴史から街道管理を考える」

関山峠

みやぎNPOプラザ

関山隧道（宮城県側坑口）までと関山峠嶺渡り
講師/東北学院大学経営学部教授 斎藤 善之 氏
（みやぎ街道交流会顧問）
講師/宮城県地名研究会会長 太宰 幸子氏
（みやぎ街道交流会顧問）
講師/中央コンサルタンツ㈱勤務 大類 雄一氏

関山街道フォーラム探訪会「関山隧道&嶺渡り」【支援事業】
平成26年度定期総会・記念講演会 「遺跡発掘調査から見た仙台平野の
津波堆積物 ～岩沼市高大瀬遺跡の発掘調査を中心に～」
「とうほく街道第10回交流会 関山街道ﾌｫｰﾗﾑ」開催を主管
～土の道と鉄の道から宮城・山形を考える～
みやぎ街道交流会勉強会
「奥の細道は岩切～富谷間か？ ～岩切・富谷間の経路調査成果～」

関山峠

関山隧道（宮城県側坑口）までと関山峠嶺渡り

みやぎNPOプラザ

講師/みやぎ街道交流会会長 白鳥 良一氏

作並温泉「岩松旅館」ほか

選奨土木遺産「仙山線鉄道施設群」認定報告・授与式、基調講演、土の道分科会・鉄の道分
科会、パネル展、街道談義
［15日］ 探訪会（土の道・鉄の道の２コース）

仙台市青年文化センター

講師/花房 宏行氏 （岩切歴史探訪会代表 みやぎ街道交流会会員ほか）

元祖「奥の細道」探訪会 （前年度3月7日勉強会のフィールドワーク）
平成27年度定期総会・記念講演会
「大震災における宮城資料ネットの歴史資料レスキュー活動について」

仙台市・富谷町・大和町

黒川神社～今泉・八幡神社、鹿島天足分神社、和合田1番（北部道路交差）～青麻神社

戦災復興記念館

講師/東北大学災害科学国際研究所准教授 佐藤 大介氏

平成25年度

3 6月8日
4 8月18日
5 1月25日

みやぎNPOプラザ
エル・ソーラ仙台

平成26年度
1 4月29日
2 6月15日
11月14
3
～15日
4 3月7日
平成27年度
1 4月19日
2 5月31日
3 8月28日

高倉淳初代会長三回忌追悼事業
『”おくの細道”多賀城・塩竈・松島紀行と観月灯籠流し』

多賀城市・塩竈市・松島町

多賀城：歌枕の地巡り（末の松山・沖の井、壺の碑）、塩竈：旧亀井邸(昼食・芸妓踊り）・御釜
神社、塩竈～松島：芭蕉の道を船で遊覧、松島：比翼塚・天麟院・天麟院御廟、雄島・頼賢の
碑、湾内遊覧（高倉初代会長追悼と東日本大震災犠牲者慰霊の読経・灯籠流し・会席）

4 12月12日

みやぎ街道交流会勉強会 「熊野信仰の発展と東北」

青葉区中央市民センター

講師/笠原 弘邦氏 （みやぎ街道交流会会員ほか）

5 2月27日

みやぎ街道交流会勉強会 「貞山・東名・北上運河の歴史と現状」

仙台市青年文化センター

講師/高橋 幸夫氏 （みやぎ街道交流会会員ほか）
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平成28年度
1 5月7日

二井宿峠古道ハイク前日オプショナルツアー 「ハイキング」

高畠町

ﾞ［新田幹事企画］小湯山石仏巡り＆観音岩周回ﾊｲｷﾝｸ

2 6月18～19日

みやぎ街道交流会 設立10年記念交流大会in寒風沢

マリーンゲート塩竈及び寒風
沢島

［18日］活動報告「みやぎ街道交流会10年のあゆみ」、 記念講演会 1)「近世～近代の太平洋
海運と寒風沢・石濱」講師/斎藤 善之氏 （東北学院大学教授） 2)「若宮丸のロシア漂流と寒
風沢出身の津太夫・佐平」講師/平川 新 氏 （宮城学院女子大学学長）、街道談義 ［寒風沢
島］
【19日】寒風沢探訪会

3 6月30日

芭蕉の道・迫街道（上街道）ツアー

一関市・栗原市・大崎市

［実行委員会企画］一関（二夜庵）～岩出山までの芭蕉の道探訪

4 12月10日

みやぎ街道交流会ミニ講演会 「アイヌ語地名と和語地名の境界を探る」ほ
か

青葉区中央市民センター

「アイヌ語地名と和語地名の境界を探る」講師/太宰幸子氏（宮城県地名研究会会長）。「メキ
シコのピラミッドを訪ねて及び岩沼市原遺跡発掘調査について」報告/白鳥良一氏（みやぎ街
道交流会会長）

5 3月18日

みやぎ街道交流会勉強会「蒲生の舟入堀舟溜まりの遺構保存と活用につ
いて」

旭ヶ丘市民センター

講師/吉田清明（南蒲生町内会）

1 6月30日

芭蕉の道・迫街道（上街道）ツアー

一関市・栗原市・大崎市

［実行委員会企画］一関（二夜庵）～岩出山までの芭蕉の道探訪

2 ７月1日

みやぎ街道交流会総会記念講演会「舟入堀の蒲生船溜まり発掘調査結
果」

「エル／パーク仙台」

講師/主濱光朗氏（仙台市文化財課専門員）

3 10月2日

みやぎ街道交流会 会旗完成

4 3月17日

みやぎ街道交流会講演会「仙台藩から見た戊辰戦争」

仙台市青年文化センター

講師/木村 紀夫 氏 （「郷土の戊辰戦争史」研究家）

奥州街道（一関市鬼死骸地区）刈払い

一関市

奥州街道の一関市真柴字祈祷（旧鬼死骸村）の400ｍ及び以南県境までの林道1kmを刈払い

仙台市長・宮城県知事への要望

仙台市役所・宮城県庁

「蒲生地区貞山運河跡地（御舟入堀及び舟溜り）の保存・活用について」

3 6月2日～3日

小国街道探訪研修会 芭蕉の道（岩出山・天王寺追分～封人の家）

大崎市（旧岩出山町・鳴子
町）

［6月2日］ 探訪会 岩出山⇒尿前の関～小深沢～大深沢
［6月3日］ 探訪会 中山宿～封人の家、講演会 「芭蕉の道について」（会場：封人の家） 講師/
梅津 保一 氏（おくのほそ道大学 学長）

4 6月16日

みやぎ街道交流会総会 記念講演会 「岩沼付近の東山道と玉前駅家」

青葉区中央市民センター

講師/白鳥 良一氏（みやぎ街道交流会会長）

5 6月30日

芭蕉の道・迫街道（上街道）ツアー

一関市・栗原市・大崎市

一関～岩出山までの芭蕉の道探訪

6 10月6日

綱村公＆肴の道交流会 【第1部】シンポジウム［講演会］
『伊達綱村（肯山公）と貞享の特令をめぐって
～政治・経済・文化史の視点から～』

塩竈公民館

①「4代綱村公とお家騒動」講師/平川新氏（東北大学名誉教授） ②「綱村治世の特色～産業
政策・文化政策を中心に～」講師/菅野正道氏（元仙台市市史編さん室長） ③「塩竈の御仮屋
御殿・貞享の特令～「塩竈風土記」から見た」講師/斉藤善之氏（東北学院大学経営学部長）

7 10月8日

綱村公＆肴の道交流会 【第2部】肴の道探訪会

塩竈市・多賀城市・仙台市

御釜神社～赤坂～総社の宮～貴船神社～八坂神社～東光寺～原町～榴ヶ岡～芭蕉の辻～
肴町公園

8 12月1日

奥州街道鬼死骸地区 橋梁架替え

一関市

灌漑用水溜池の開削部にＨ23.8.27設置の木橋が老朽化し、今回架替えを行った。

9 1月26日

みやぎ街道交流会勉強会 「視 点 を 変 え て み る 戊 辰 戦 争
～秋田藩奉行 江間伊織の日記を中心～」

青葉区中央市民センター

講師/片岡 栄治郎 氏（秋田藩奉行の江間伊織の子孫）

『仙台発・大人の情報誌 りらく』5月号 取材対応及び資料提供

仙台市

特集「宮城、いにしえの道を歩く」で街道を紹介
最上古街道（東北大植物園～郷六）、奥州街道(高清水～有壁）、関山街道（八幡町～関山
峠）、小国街道（鳴子温泉～最上町）を写真を中心に紹介

芭蕉の道 一関・平泉トライアルツアー

一関市

一関～平泉までの芭蕉の道探訪コース調査のため

平成29年度

平成30年度
1 5月12日
2

5月22日・6月
8日

令和元年度
1

4月28日（発
売）

2 ６月29日
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3 6月30日

みやぎ街道交流会総会 記念講演会 「奥羽越戊辰の役を語り継ぐ
～仙台藩宿老但木土佐とその家臣末裔」

4 9月14日

七ヶ宿街道交流会
【第一部】 七ヶ宿町･上廣歴史文化フォーラム
「戦国時代における刈田郡湯原城の役割」

七ヶ宿町

5 9月15日

七ヶ宿街道交流会 【第二部】 七ヶ宿街道探訪会
「石が語りかける歴史と文化を探る」

七ヶ宿町

6 10月8日

笹谷街道調査会

川崎町

笹谷峠頂上～有耶無耶の関跡～仙住寺跡～国道286号口⇒笹谷宿・十一面観音・番所跡、
八幡窟・明神窟、花立一里塚⇒（昼食）⇒碁石宿・十一面観音⇒川崎町境ゴルフ場内街道跡

7 11月9日

芭蕉の道（下宮宿～美豆の小島）を巡る

大崎市

下宮宿跡⇒出羽街道の旧道⇒荒雄川神社⇒旧出羽街道〔池月馬櫪神社鳥居・弁慶石茶屋
跡・小黒ヶ崎〕⇒〔池月馬櫪神社・小黒ヶ崎沼(池 月沼)跡〕⇒境松の石碑⇒美豆の小島～地
域振興会（昼食）～旧有備館企画展

8 12月1日
9 2月23日
令和2年度

くりはら街道会議
秋の栗原奥州街道謎解きジオツアー
みやぎ街道交流会講演会
「紀行330年 『おくの細道』～仙台城下の新説～」

仙台市 戦災復興記念館

講師/千葉 茂 氏（『仙台藩宿老但木土佐家臣末裔 賊雪耕雲』著者）
講演Ⅰ 「七ヶ宿街道の成立と湯原城 －戦国時代の伊達領を支えた大動脈－」 講師/菅野正
道氏（前仙台市博物館主幹） 、講演Ⅱ 「発掘が語る湯原城跡」 講師/吉 井 宏 氏(前東北福
祉大学教授)、ディスカッション 「戦国時代の街道と城館」島津憲一氏（羽州街道交流会代表
幹事）、講演者2名
七ヶ宿町水と歴史の館企画展観覧（解説付）～七ヶ宿街道（羽州街道）の石碑を訪ねる：木食
輪海上人の碑・湯原追分碑、湯原城跡散策など

上街道（女ごろし坂）⇒奥州街道（鬼死骸～有壁（昼食）～有壁本陣⇒力石～八重壁）
日立システムズホール

講師/京野英一氏（おくのほそ道松島海道代表）

※コロナ禍のため活動の規模縮小・延期・中止が多くあった

1 7月6日

芭蕉の道・案内人協議会 「おくのほそ道」登米市行脚ツアー

登米市

登米市区域の芭蕉の道調査・研究を目的に探訪会参加

2 10月24日

芭蕉の道・案内人協議会 芭蕉の道 一関・平泉ﾂｱｰ

一関市・平泉町

迫街道追分～蔵主沢～苅又一里塚～中尊寺～加羅御所跡～柳之御所～無量光院跡～高
舘～衣川（接待館跡等）

富谷中央公民館ほか

［6日］記念講演「伊達政宗公が描かれた未来への道」講師/伊達 𣳾宗氏（伊達氏34世 仙台
伊達家18代当主）、基調講演「奥州街道と富谷宿」講師/平川新（東北大学名誉教授）、分科
会「富谷宿を生かした街づくりの明日」 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/宮原育子（宮城学院女子大学教授）、パ
ネリスト/高田洋文氏（月建築設計室代表・地域歴史文化遺産保全活用推進員）・渋谷浩一
氏（福島県桑折町商工会会長）・齊藤文四郎氏（グループ「風に揺らぐ紅花六田宿」代表）
［7日］街道探訪会（富谷宿巡り）

3 11月6～7日

令和3年度

「とうほく街道会議奥州街道・富谷宿大会」開催を主管
～開宿400年・富谷宿の明日を考える～

※コロナ禍のため活動の規模縮小・中止があった

1 7月3日

交流会令和３年度定期総会記念報告会
「栗原市入の沢遺跡と築館バイパス」－遺跡保存と道路事業の現在－

青葉区中央市民センター

講師/白鳥 良一氏（みやぎ街道交流会会長）

2 8月28日

御舟入堀と御蔵の歴史と文化を学ぶ会

田子市民センター

「1940年前後の御舟入堀記録映像放映」、「仙台湾の日本一長い運河群の歴史と概要」
講師/後藤光亀（貞山・北上・東名運河研究会世話人）、「蒲生舟溜り・御蔵の概要と役割」
講師/吉田清明（仙台藩日置流印西派第13代宗家）、質疑応答・意見交換

3 10月7日

芭蕉の道・案内人協議会調査事業「芭蕉の道探訪：山刀伐峠越え」
※大崎市真山地区公民館主催事業に参加

大崎市真山地区公民館

山刀伐峠

4 11月3日

芭蕉の道・案内人協議会 「紅葉の芭蕉の道ツアー」

一関市・平泉町

芭蕉の辻～迫街道追分～蔵主沢入口～苅又一里塚～奥の細道ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ～中尊寺～高舘
～無量光院跡

5 11月20日

仙台市東部沿岸地域の歴史と記憶を学ぶ会

田子市民センター

「仙台市沿岸部地域の歴史と記憶」講師/菅野 正道 氏（元仙台市博物館市史編纂室長）、
「貞山堀発掘調査の結果」講師/関根 章義 氏（仙台市文化財課調査指導係長）

6 12月12日

「とうほく街道会議奥州街道・富谷宿大会（その2」
【第１部：富谷宿の魅力探検ツアー】開催を主管

富谷中央公民館ほか

富谷宿の探険ツアー（3コース）、参加者によるワークショップ

7 1月23日予定

「とうほく街道会議奥州街道・富谷宿大会（その2」
【第２部：富谷宿巡りガイド育成に向けて】開催を主管

富谷中央公民館

ミ ニ 講 演 「ガイドの誇り」 講師／白澤剛一 氏（いわいの里ガイドの会元会長）、分科会「富
谷宿を生かした街づくりはガイドから始まる」 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：宮原 育子（宮城学院女子大学教
授）、事例紹介/高橋 幸三郎 氏（NPO法人NPOみなとしほがま副理事長）・ 二階堂 秀樹 氏
（栗駒山麓ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進協議会前事務局長）・ 高橋信行 氏（吉岡宿本陣案内所ガイドスタッ
フ）
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