(財)懐徳堂記念会
平成 13 年度事業報告

1.講座
(1) 春秋記念講座(於:大阪府立文化情報センター さいかくホ－ル)

春季講座 5 月 38 日(月)～31 日(木) 18:30～20:00
テーマ:大坂・近畿の城と町
参加者延べ:317 名

5/28(月)
摂河泉の中世城郭
大阪大学大学院文学研究科教授
村田修三

5/29(火)
寺内町と城下町―戦国社会の達成―
大阪市立大学大学院文学研究科助教授
仁木宏

5/30(水)
江戸時代の大坂城―どのようにして城は維持されたか―
大阪大学大学院文学研究科助教授
村田路人

5/31(木)
大坂城と城下町大坂―豊臣から徳川へ―
大阪城天守閣学芸員
北川央

秋季講座 10 月 29 日(月)～11 月 1 日(木) 18:30～20:00
テーマ:大阪の近世・近代美術
参加者延べ:135 名

10/29(月)
福禄寿三星図をめぐって
大阪市立博物館学芸員
松浦清

10/30(火)
大阪市立工芸学校の時代
大阪市立近代美術館建設準備室学芸員
菅谷富夫

10/31(水)
美術における“大阪的”とはなにか、あるいは“大阪”ぎらいの系譜―日本画家北野恒富の場合―
大阪市立近代美術館建設準備室学芸員
橋爪節也

11/ 1(木)
大坂四条派の再評価 藍江、耕夫など
関西大学文学部教授
中谷伸生

(2) 古典講座(於:新阪急ビル 12 階スカイル－ム)

参加者 前期 延べ 258 名(前年比増 16 名)、1 コース平均 43 名
参加者 後期 延べ 233 名(前年比減 1 名)、1 コース平均 38 名

6 コース、各月１回 前期:4 月～8 月、後期:10 月～2 月

1. 「仏像の名品を読む」
大阪大学大学院文学研究科助教授
藤岡穣

2. 「源氏物語宇治十帖の姫君たちの運命」
大阪大学大学院文学研究科教授
伊井春樹

3. 「十八史略を読む」
大阪府立大学教授
平木康平

4. 「中国宋代の詩詞を読む」
大阪大学大学院文学研究科助教授
浅見洋二

5. 「孟子を読む」
高野山大学教授
岸田知子

6. 「明治思想を読む」
大阪大学名誉教授
子安宣邦

2.刊行事業
1. 機関誌『懐徳』
70 号(平成 14 年 3 月刊行)

2. 「友の会だより」
No.59(H13 年 4 月刊)
No.60(H13 年 9 月刊)
No.61(H14 年 2 月刊)

3. 懐徳堂ライブラリー
第 4 集『生と死の文化史』(平成 13 年 6 月刊行)

4. 『図録懐徳堂浪華の学問所』
(平成 13 年 5 月第 2 刷刊行)

5. 「懐徳堂パンフレット」
(平成 13 年 9 月第 3 版刊行)

3.研究出版助成事業 (3 件、総額 35 万)


李金叶(阪大院文化表現論専攻 D3):
南部中国ヤオ族音楽文化に関する基礎的研究



瀧千春(阪大院東洋史学専攻 D3):
天主教と清朝国家―禁教の実像―



黄麗雲(阪大院日本学講座客員研究員):
龍をめぐる台湾ペエリヨンツエン・沖縄ハーリー・長崎ペーロンの比較現状―観光事業の視点―

4.会員活動助成事業
1. 懐徳忌(第 18 回)
4 月 7 日(土)11:00～12:30
場所:誓願寺
法要:山中昌弘誓願寺住職
講話:「竹山・履軒両先生と蟠桃」
講師: 関西大学名誉教授 有坂隆道
参加者:22 名

2. 見学会(第 28 回)
11 月 3 日(土)13:30～17:30
場所:大山崎町歴史資料館周辺「えごまを求めて―中世大山崎の商人たち―」
講師:大山崎町歴史資料館学芸員 福島克彦
参加者:20 名

5.資料収集調査事業 (嘱託研究員他業務)
1. 『諸家尺牘』の購入と調査(購入額 210 万、平成 13・14 年度にて分割購入)
平成 13 年度資料購入費により購入。初期懐徳堂の中心的人物であった中井甃庵らの書簡を含む極めて貴重な資
料である。概要については、「友の会だより」６２号に報告した。

2. 大阪大学懐徳堂文庫のなりたちと蒐集の経緯に関する調査
大阪大学懐徳堂文庫所蔵の諸資料の来歴や特徴などを調査し、『懐徳』70 号に「大阪大学懐徳堂文庫のなりた
ちと蒐集の経緯」として報告した。

3. 平成 12 年度受贈資料の解題作成
中井竹山筆書簡ほか、平成 12 年度に蒐集した資料の解題を作成し、『懐徳』70 号に「近年の懐徳堂蒐集資料」
として報告した。

4. 版木の調査
懐徳堂文庫所蔵の版木を仮調査した上で、当該資料の研究者である鷲原知良・新稲法子両氏の御協力を得て分類
整理を完了した。

6.その他
1. 国際シンポジウム「知の冒険者たち」へ協賛参加
主催:大阪歴史博物館
共催:NHK 大阪放送局
日時:平成 13 年 12 月 8 日(土)14:00～17:30
参加者:484 名

2. 「須田国太郎 能・狂言デッサン受贈記念講演会」へ協賛参加
主催:大阪大学大学院文学研究科
後援:朝日新聞社
日時:平成 14 年 3 月 23 日(土)14:00～17:30
参加者:180 名

3. 「SEMBA 博 2002」へ協力参加
主催:船場博実行委員会
日時:平成 14 年 3 月 16 日(土)11:00～18:45
参加者:約 1,700 名

4. 誓願寺墓石修復(平成 13・14 年度継続事業)
墓石名:中井蕉園妻 1 基
修復業者:(財)元興寺文化財研究所
修復作業:平成 14 年 3 月 25・26 日にクリーニングおよび石材強化を施す。

