関東考古学フェア期間内 関連施設の考古学関連イベント一覧
平成２３年（２０１１）7月～11月
都・県

らりー
№

①

各

施

設

と

イ

ベ

ン

ト

等

茨城県立歴史館
029-225-4425
http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/
・7月17日(日) 親子歴史教室「勾玉づくり」
・7月23日(土) 歴史資料講座
・7月23日(土)～27日(水) 子ども歴史研究相談コーナー
・7月31日(日) 小・中学生のための考古学講座
・8月20日(土)・21日(日) 歴史館まつり

(財）茨城県教育財団埋蔵文化財部
029-225-6587
http://www.ibaraki-maibun.org/
・8月上旬 稲敷市 神屋遺跡現地説明会
※HP「発掘情報いばらき」でご確認ください。
・10月29(土) 歴史探検バスツアー(石岡市東田中遺跡他)
※HP「茨城県立歴史館」でご確認ください。
・11月3日(木・文化の日)～5日(土) 「歴史の広場」(整理作業体験等)
会場：埋蔵文化財整理センター国田分館
・ミニ紹介展(茨城大学図書館・期日等未定)
・石岡市 東田中遺跡現地説明会(11月上旬)
※HP「発掘情報いばらき」でご確認ください。

茨
城
県

②

(財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

埋蔵文化財調査センター

029-276-8311
http://business4.plala.or.jp/h-lcs/
・7月23日(土)～9月4日(日)
１ CASE MUSEUM Vol.21 出土した古代の食べものたち
・9月～11月 １ CASE MUSEUM Vol.22 （予定）

③

(財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

鹿嶋市どきどきセンター

0299-84-0778
http://www.sopia.or.jp/kcs/maibun/
・「第11回企画展 古墳に葬られた人たち-鹿嶋の古墳-」
7月20日(水)～8月10日(水) どきどきセンター展示室
8月16日(火)～8月31日(水) 鹿嶋勤労文化会館
8月21日(日) 第２１回歴史講演会
※ＨＰ「鹿嶋のざくざく」でご確認ください
・期日未定 塚原館跡現場説明会

④

(財）とちぎ未来づくり財団

埋蔵文化財センター

0285-44-8441
http://www.maibun.or.jp/
・７月29日(金)･30日(土)埋蔵文化財センター公開
・10月29日(土) 考古学セミナー『とちぎの国指定史跡』
第１回「国指定史跡概要と縄文時代の史跡」
・11月12日(土) 考古学セミナー『とちぎの国指定史跡』
第２回「那須の古墳群と下野の古墳群」
・11月19日(土) 考古学セミナー『とちぎの国指定史跡』
第３回「古代の官衙と官寺」
・12月10日(土) 考古学セミナー『とちぎの国指定史跡』
第４回「中世の城館」
※考古学セミナー会場は栃木県総合文化センター(宇都宮市)。

栃
木
県

⑤

栃木県立しもつけ風土記の丘資料館
0285-44-5049
http://www.shimotsuke-f.jp/
・7月1日(金)〜8月31日(水) ミニ企画展「国分寺が建てられる前」
・7月17日(日) 開館記念講演会「しもつけ風土記の丘とその周辺の史跡」
・7月20日(水) 第２回考古学講座「古墳を解明する-佐野市四十八塚古墳群-」
・9月17日(土)〜12月4日(日) 秋季特別展「ムラから見た奈良・平安時代」
・10月23日(日) 特別展記念講演会「天平人の生活事情」
・11月13日(日) 特別展講座「古代のくらし」
・11月26日(土) 第３回考古学講座「須恵器窯跡を掘る-岩舟町寂光沢窯跡-」

⑥

(財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
0279-52-2513
http://www.gunmaibun.org/

群
馬
県

※
※

・7月3日(日)～7月19日(火) 北関東自動車道全線開通記念 群馬・栃木・茨城三県連携展
「歴史疾走～つながる北関 発掘展」
・7月18日(月･海の日) 調査遺跡発表会「歴史疾走～北関東自動車道でタイムトリップ」
・7月24日(日)～8月31日(水) 夏休み親子宿題教室
・～8月31日(水) 夏休み親子宿題教室
・9月9日(金)～12月25日(日) 最新情報展「江戸に途中下車～まるごと江戸時代」
・9月11日(日) 最新情報展講演会｢江戸に途中下車～上福島中町遺跡の発掘成果」
・9月23日(金･秋分の日) 公開普及デー「わくわく体験 新発見～むかしに途中下車」
・10月7日(金)～11月13日(日) 群馬県庁31階企画展「関東の華 前橋城～ときめきの県庁前史」
・10月28日(金) 群馬県民の日「みんなでまが玉をつくろう」
・～11月13日(日)群馬県庁31階企画展「関東の華 前橋城～ときめきの県庁前史」

本一覧のイベントの日程は、考古学フェアのスタンプラリーの日程とは関係ありません。
また、各施設のスタンプラリー開催期間は異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
本一覧のイベントへの参加方法等はそれぞれ異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
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(財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団
0493-39-3955

埼
玉
県

http://www.saimaibun.or.jp/
・7月16日(土)～8月31日(水) 最新出土品展「地中からのメッセージ」於さきたま史跡の博物館
・7月24日(日) 「埼玉県遺跡発掘調査報告会」於さきたま史跡の博物館
・8月10日(水)～15日(月) 集客施設展示「ほるたま展」於熊谷八木橋
・8月25日(木)～30日(火) 集客施設展示「ほるたま展」於大宮DOM
・11月14日(月) 埼玉県民の日「埋文フェスタ」於埼玉県文化財収蔵施設

(財）千葉県教育振興財団

文化財センター

043-422-8811
http://www.echiba.org/bunkazai_top.html
・7月2日(土)～8月14日(日) 出土遺物巡回展「古墳に眠る石枕」
千葉県立房総のむら
・7月30日(土)柏市小山台遺跡現地説明会11:00～
・8月20日(土)～9月19日(月) 出土遺物巡回展「古墳に眠る石枕」
千葉県立関宿城博物館
・8月17日(水)～8月29日(月) 「ちはら台発掘ものがたり」市原市ちはら台遺跡群展示会
ちはら台コミュニティセンター
・9月24日(土)～10月23日(日) 出土遺物巡回展「古墳に眠る石枕」
館山市立博物館分館
・10月29日(土)～11月27日(日) 出土遺物巡回展「古墳に眠る石枕」
袖ケ浦市郷土博物館

⑧

千葉県立関宿城博物館
04-7196-1400

http://www.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/
・8月20日(土)～9月19日(月)

⑨

出土遺物巡回展「古墳に眠る石枕」

(財）印旛郡市文化財センター
043-484-0126
http://www.inba.or.jp/
・～6月30日(木) 平成22年度企画展「ｍｅｍｅｎｔｏ ｍｏｒｉ」
・7月9日(土)～8月14日(日) 平成23年度速報展
１．印西市 馬場遺跡第5地点(縄文)
２．佐倉市 大佐倉花輪台遺跡(古墳)
３．成田市 大菅向台遺跡(中世)
・7月16日(土) 第15回遺跡発表会
講演
西本豊弘先生 「馬場遺跡第5地点から見た縄文時代の動物利用」
遺跡発表
１．印西市 馬場遺跡第5地点(縄文)
２．佐倉市 大佐倉花輪台遺跡(古墳)
３．成田市 大菅向台遺跡(中世)
・～8月14日(日) 平成23年度速報展
※8月15日(月)より施設移転に伴い資料展示室閉室

千

⑩

(財）千葉市教育振興財団

埋蔵文化財調査センター

043-266-5433
http://www17.ocn.ne.jp/~maibun/

葉

・埋蔵文化財ロビー巡回展「遺跡から探る縄文時代中期の千葉市」
8月5日(金)～8月25日(木) みやこ図書館
8月26日(金)～9月14日(水) 美浜図書館打瀬分館
・8月20日(土)平成23年度ロビー巡回展講演会1 みやこ図書館
・埋蔵文化財ロビー巡回展「遺跡から探る縄文時代中期の千葉市」
～9月14日(水) 美浜図書館打瀬分館
9月16日(金)～10月6日(木) 若葉図書館
・9月3日(土) ロビー巡回展講演会2 打瀬公民館
・埋蔵文化財ロビー巡回展「遺跡から探る縄文時代中期の千葉市」
～10月6日(木) 若葉図書館
10月7日(金)～10月27日(木) 稲毛図書館
10月28日(金)～11月16(水) 花見川図書館
・10月1日(土) ロビー巡回展講演会3 若葉区図書館
・10月15日(土) ロビー巡回展講演会4 稲毛区図書館
・埋蔵文化財ロビー巡回展「遺跡から探る縄文時代中期の千葉市」
～11月16日(水) 花見川図書館
11月18日(金)～12月8日(木) 緑図書館
・11月12日(土) ロビー巡回展講演会5 花見川図書館
・11月26日(土) ロビー巡回展講演会6 緑図書館

県

⑪

千葉県立房総のむら
0476-95-3333
http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/
・7月17日(水) 鹿角製ペンダント作り
・7月23日(火) 土器作り：形作り・文様つけ
10月16日(日)：焼き上げ（野焼き）
・7月24日(水) 考古学講座
・7月31日(水) 貝のアクセサリー作り
・8月21日(水) 大珠・丸玉作り
・8月28日(水) 黄泉国探検ツアー
・9月18日(日) 考古学ガイド
・10月8日(土) 黄泉国探検ツアー
・10月10日(月・体育の日) 鹿角製ペンダント作り
・10月30日(日) 埴輪(はにわ)作(づく)り：粘土で形を作ります
12月17日(土)：焼いて仕上げます
・11月5日(土) 縄文(ジョウモン)ハンター
・11月12日(土) 黄泉国探検ツアー
・11月20日(日) 火起こし
・11月26日(土) 大珠・丸玉作り
勾玉作り 予約体験
琥珀玉作り 予約体験
原始・古代の飾り スタンプラリー

※
※

通年実施

本一覧のイベントの日程は、考古学フェアのスタンプラリーの日程とは関係ありません。
また、各施設のスタンプラリー開催期間は異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
本一覧のイベントへの参加方法等はそれぞれ異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
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(財）東京都スポーツ文化事業団

等

東京都埋蔵文化財センター

042-374-8044
http://www.tef.or.jp/maibun/index.html
・7月23日(土) 親子縄文土器作り教室②製作
・7月24日(日) 親子縄文土器作り教室③製作
・7月27日(水) 親子古代糸作り教室
・7月28日(木) 親子古代の布作り教室
・8月5日(金) 親子縄文アクセサリー作り教室
・8月6日(土) 親子火おこし体験
・8月17日(水) 親子縄文アクセサリー作り教室
・8月21日(日) 縄文土器作り教室2・3(親子)野焼き
・8月27日(土) 縄文アクセサリー作り教室
・9月10日(土) 第１回文化財講演会
・9月24日･25日(土･日) 縄文土器作り教室4 製作
・10月15日(土) 縄文食体験１
・10月16日(日) 縄文食体験２
・10月22日(土) 縄文土器作り教室4 野焼き
・10月26日(水) 「縄文の村」自然観察会２
・10月29日(土) 縄文アクセサリー作り教室 午前
・11月23日(水・勤労感謝の日) 古代の布作り教室 午前
・11月26日(土) 縄文アクセサリー作り教室 午前
・11月12日(土) 第２回文化財講演会
・平成２３年度展示
通史展示「多摩を発掘る」
特別展示「赤き縄文から青き弥生へ」
・遺跡庭園「縄文の村」

東
京
都

⑬

江戸東京博物館
03-3626-9974（代表）
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
・6月11日（土）～7月31日（日）
「発掘された日本列島2011」

(公財）かながわ考古学財団
045-252-8689
http://www.kaf.or.jp/
・8月1日(月)・8月2日(火) 夏休み考古教室 体験考古学(中学生)
・8月4日(木)・8月5日(金) 夏休み考古教室 体験考古学(高校生)
・10月8日(土) 発掘調査成果発表会 予定
・10月8日(土)～11月12日(土) 発掘調査成果展示会 開催予定
・11月12日(土) 発掘調査成果発表会 予定
・10月8日(土)～11月12日(土) 発掘調査成果展示会 開催予定

⑭

横浜市三殿台考古館
045-761-4571
http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/sandd/

神
奈
川
県

・7月2日(土) 夏休み火起こし教室
・7月3日(日) 夏休み勾玉作り教室
・7月9日(土) 夏休み火起こし教室
・7月10日(日) 夏休み勾玉作り教室
・7月16日(土) 夏休み火起こし教室
・7月17日(日) 土偶作り教室：成形 野焼きは8月27日(土)
・7月18日(月) 土偶作り教室：成形 野焼きは8月27日(土)
・7月23日(土)～7月24日(日) キャンプin三殿台
・8月3日(水) 夏休み土器作り教室：成形 野焼きは8月27日(土)
・8月4日(水) 夏休み勾玉作り教室
・8月10日(水) 夏休み古代人体験教室
・8月11日(水) 夏休み勾玉作り教室
・8月20日(土) 夏休み拓本教室
・8月21日(日) 夏休み勾玉作り教室
・8月28日(日) 夏休み勾玉作り教室
・9月10日(土)～9月11日(日) キャンプin三殿台
・火起こし・勾玉づくり 常時受け付け

(公財）横浜市ふるさと歴史財団

埋蔵文化財センター

045-890-1155
http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/maibun/index.html
・7月15日(金)～26日(火) 「地面の下にはナニかあるー港南・南区の遺跡ー」展
会場：横浜市港南区民文化センター「ひまわりの郷」ギャラリー
・7月16日(土)・17日(日) 体験発掘
・7月30日(土) 体験学習(土器パズル製作)
・7月31日(日) 体験学習(勾玉作り・拓本)
・8月1日(月)～31日(水) 発掘50周年記念展示 (横浜市三殿台考古館)
・8月6日(土)・27日(土) 体験学習(土器パズル製作)
・8月7日(日)・28日(日) 体験学習(勾玉作り・拓本)
・9月23日(金)・24日(土) 体験発掘
・9月～11月 考古学講座関連パネル展 会場：横浜市歴史博物館
・11月12日(土)・11月19日(土) 考古学講座(連続2回) 会場：横浜市歴史博物館

※
※

本一覧のイベントの日程は、考古学フェアのスタンプラリーの日程とは関係ありません。
また、各施設のスタンプラリー開催期間は異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
本一覧のイベントへの参加方法等はそれぞれ異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。

