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　平成20年度事業でふれあい学習館の改修および岩宿の里古代ハス公園の整

備事業が終了しました。古代ハス公園では、古代米や赤花のそばを栽培します。

ふれあい学習館では、今まで体験学習室で実施していた石器作り・土器作り・

まが玉作り等の体験学習がすべてふれあい学習館で実施するようになりまし

た。4月16日㈭には、足利市立小俣小学校の児童が石器作りに挑戦しました。

◆ふれあい学習館で体験学習始まる◆



●平成21年度岩宿博物館の活動方針

　岩宿遺跡発掘60周年を迎えて

5月1日（金）～9月30日（水）
　岩宿遺跡は、1946（昭和21）年に相沢忠洋によって発見

されました。相沢はその後も調査を続け、1949（昭和24）

年夏、切り通しとなっていた岩宿遺跡から見事な黒耀石製の石

槍を発見しました。発掘調査の契機となった有名な石槍を中心

として、関連資料を展示し相沢氏の業績を紹介します。

開催会場：岩宿博物館　2階常設展示室

常設展示

企画展示（1階企画展示室）

6月20日（土）～7月20日（月・祝）
　岩宿遺跡を発見した相沢忠洋は、幼いころから苦労をしなが

ら独学で考古学を学び研究をしてきました。遺跡を探し発掘す

るときには、その遺跡でくらしたひとびとの家族団らんを夢見

て調査していたと述べています。相沢の調査の様子や生活、そ

してその人となりを、相沢の遺品などから振り返ります。

平成21年度 展示事業
岩 宿 遺 跡 発 掘60周 年 記 念 事 業

共催：相澤忠洋記念館
岩宿博物館

館長  三輪　延也

　岩宿遺跡が発掘調査されて60周年を迎えます。岩宿博

物館はこれを記念し、「岩宿遺跡発掘60周年記念」の事業

に取り組みます。

　岩宿遺跡は、1946（昭和21）年に相沢忠洋によって発

見され、1949（昭和24）年9月相沢忠洋と明治大学考古

学研究室による発掘調査により、初めて日本列島に旧石器

（岩宿）時代の人類の存在が確認されました。当館は岩宿

発見・発掘の意義を改めて皆様に知っていただきたく、記

念事業に取り組みます。具体的には、岩宿発掘60周年事

業は、企画展事業や岩宿大学において扱うとともに、相沢

忠洋資料の特別展を開催します。その他関連する事業にお

きましても60周年を冠した事業とし、１年間を通じて記

念の年度とします。

　また、岩宿博物館の付属施設の整備もなされ、体験学習

施設として「ふれあい学習館」と、古代米水田、古代畑の運

用も始まります。水田では古代米の栽培、畑ではソバの栽

培を広く子ども達の参加を募り、いずれも籾（種）蒔きか

ら収穫までの一連の農作業の体験ができるものとします。

　このように今年度は、記念事業に取り組むとともに新た

な事業にも取り組みますが、通常の事業も、内容を充実し

実施します。展示事業では、企画展とともに市内文化財の

展示、博物館友の会の展示を行い、また館内の展示にとど

まらず、公共施設での展示を行い、展示活動を館外に拡大

して実施します。講座は、岩宿大学、郷土史講座とともに

出張講座を公民館と連携して取り組みます。また、体験学

習は学校と連携し実施しますが、館の事業では最も主要な

事業になっています。石器作り、土器作りに始まった体験

学習は、今では総合学習の取り組みに進展し、学校と共同

で授業を運営しています。館の活用のみならず岩宿時代の

普及においても貴重な活動ですのでこれからも積極的に取

り組みます。サロンコンサートは館の活用の幅を広げると

ともに、歴史に関心を寄せる層の拡大に効果的な事業であ

り、今年度も実施します。

　最後になりますが、当館はこれからも岩宿遺跡の博物館

として、岩宿時代（旧石器時代）の情報を発信する基地と

しての活動に重きをなすとともに、市民の博物館として地

域に根ざした活動を行なっていきますので、よろしくご活

用をお願いいたします。

相沢忠洋資料特別展示

『相沢忠洋・その人となり』

■　相沢忠洋発見の石槍　■
（写真提供：相澤忠洋記念館）

■　行商をする相沢さん　■　　　　　　　（写真提供：相澤忠洋記念館）



10月3日（土）～11月23日（月･祝）
　遺跡としてはとても有名な岩宿遺跡ですが、　どのよう

な場所にあって、どのように遺跡があったのでしょうか。

また、実際にどのように調査が進められて、遺跡の内容が

明らかになったのでしょうか。1946年の発見・1949年

の発掘に関連する資料、その後の調査、また、近年明らか

になった岩宿Ⅱ遺跡、岩宿遺跡の地形や地質に関する分析

成果などから、岩宿遺跡はどのような遺跡だったのか、そ

の全体像にせまります。

関連行事：
　　①展示解説講座

　　　開催：10月4日　午前10時30分～

　　　　　　「岩宿遺跡とはどんな遺跡だったのか」

　　　講師：小菅将夫（本館副館長）

　　　＊同日午後に岩宿大学第4講を開催予定。

　　②展示解説会　10月3日、17日、11月14日、21日

2010年1月30日（土）～3月７日（日）
　終戦直後の日本において、岩宿の発見は、戦前の神話教

育ではタブー視されていた、日本列島における最古の人類

の痕跡を科学的に探求しようとする人たちに、新しい歴史

の幕開けを告げる衝撃的出来事でした。この企画展では、

教科書でどのように岩宿遺跡が取り上げられ、その記述が

時代によりどのように変わっていったかなどをさぐり、岩

宿遺跡の発見・発掘の意義を問い直す場を提供します。

　　　　展示解説会　1月30日、2月13日、27日

8月2日（日）～9月6日（日）
　岩宿時代の人々はどんなくらしをしていたのでしょうか。

当時の人々が使っていた道具を復元して、その使い方や

人々の生活の様子をわかりやすく展示します。夏休みの自

由研究の参考にも、ぜひご覧ください。

9月12日（土）～9月23日（水・祝）
　群馬県博物館連絡協議会に所属する80館あまりの博物

館・美術館をパネルで紹介します。

5月1日（金）～5月29日（金）

4月25日（土）～6月14日（日）
　みどり市は、足尾山地から関東平野へと移り変わる、変化

に富んだ地形と渡良瀬川の豊かな水に恵まれています。日本

の歴史の最初の１ページを刻む岩宿遺跡をはじめとして、3

万年にも及ぶ歴史があります。この展示では、みどり市内に

ある様々な文化財を通してみどり市の歴史を考えていきます。

2009年12月6日（日）～2010年1月17日（日）
　岩宿博物館友の会には、石器作り・土器作り・古代料理

研究・民俗伝承の４つのサークルがあり、自主運営のもと

様々なサークル活動を行っているほか、博物館の各行事に

ご協力いただいています。展示にはサークル活動の様子と

成果が発表されます。

『みどり市の歴史と文化財』

夏休み子ども向け展示

春季展示

群馬県博物館連絡協議会共催

第13回友の会展示

その他展示

鹿郵便局館外展示

ロビー展示

『岩宿人のくらしをさぐる』

『ぐんまの博物館・美術館2009』

『市内小学校等総合学習作品展』

通年随時入れ替えワンポイント展示を実施

『サークル活動展2009』（仮）
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第48回企画展

第49回企画展

『岩宿遺跡はどんな遺跡だったのか』

『岩宿遺跡を学ぶ』

■　岩宿Ⅱ遺跡の石器　■

■岩宿遺跡が初めて紹介された

高等学校教科書（1957年）■



　17年目を迎える本年度は岩宿遺跡発掘60周年にあたり、

岩宿遺跡とそこから始まった岩宿時代の研究を振り返りま

す。『研究は岩宿遺跡から始まった』というテーマで、発

掘60年を迎えた岩宿遺跡とその時代について学んでいき

ます。その内容は、相沢忠洋と岩宿遺跡の発掘(第１講)、

岩宿遺跡から始まったローム層研究(第２講)、考古学の

研究の進展(第３・４講)、そして60年間の研究を振り返

る(第５講)というもので、５つの講義により、岩宿時代

を学んでいきたいと思います。

受講生募集要項
●募集人員　70人（定員を超えた場合は先着順）
●応募資格　考古学を学びたい意志のある方ならどなたでも
●受講料
　①通年受講　一般5000円、みどり市内在住の一般3500円、友の会会員2500円
　②単独受講　各講義とも1000円（定員を超えた場合は通年受講生が優先となります）
●応募方法
　住所・氏名・年齢・職業・電話番号・友の会会員であるかどうか・Ｅ-メールアドレス（お持ちの方）・受講形態（通年受
講か単独受講か、単独受講の場合受講したい講座名を明記）をご記入の上、はがき、ファックス、Ｅ-メールもしくは博物
館窓口にて直接お申し込みください。（電話での受付も行います）
●応募締切　５月31日（日）（はがきによる当日消印有効）
●受講生の決定について　　はがきにて通知いたします。
※第1講の公開講座会場は笠懸公民館です。受講は無料ですので、ご希望の方は、直接会場へお出でください。
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岩宿大学受講生募集
2009年度講義予定
第1講　６月14日㈰　開講特別公開講座(午後1時から)

会場：笠懸公民館・交流ホール
　『相沢忠洋と群馬の考古学』
　　　　加藤正義氏（岩宿遺跡発掘参加者）

　　　　梅沢重昭氏（元群馬大学教授）

第2講　７月19日（日）　午後1時30分から

　『岩宿遺跡からはじまったローム層研究』
　　　　羽鳥謙三氏（共愛学園女子短期大学名誉教授）

第３講　９月６日（日）　午後1時30分から

　『岩宿1949以降の芹沢長介先生と旧石器時代研究』
　　　　平口哲夫氏（金沢医科大学特任教授）

第４講　10月４日（日）　午後1時30分から

　『多様な旧石器時代文化研究に至る歩み―岩宿、月見野・野川、そして今―』
　　　　比田井民子氏（東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター）

第５講　12月６日（日）　午後1時30分から

　『岩宿発掘60年の研究と今後の展望』
　　　　安蒜政雄氏（明治大学教授）

応募要項
応募基準
①　応募作品は、岩宿遺跡および岩宿時代・縄文時代に関する自由研究

および学習成果であること。

②　応募作品は、公募を行った日の属する年度、および前年度までの研

究および発表した成果であること。

③　応募作品は、みどり市および桐生市に所在する小・中・高等学校およ

び養護学校に在籍する児童・生徒の自由研究および学習成果であること。

応募方法
①　応募に際しては、個人、グループ（学級単位でも可）の別はないので、

応募用紙に必要事項を明記し、作品とともに提出すること。

②　作品の提出は、郵送でも可。

③　応募された作品については、表彰式終了後に学校単位で返却予定。

選考の方法
　応募作品の中から優秀な作品やユニークな作品に対して、文化財・学

校関係者により各賞を選考。

　①高校生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　②中学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　③小学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　全体から　ユニーク研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

作品の応募先および問い合わせ先
　〒379−2311　みどり市笠懸町阿左美1790-1　岩宿博物館内

　みどり市教育委員会　文化財課　文化財係

　TEL 0277(76)1933   / FAX 0277(76)1703

応募の締め切り期日
　平成21年９月11日（金）までに文化財係に到着したものまで

岩宿文化賞学生部門賞のご案内岩宿文化賞学生部門賞のご案内

平成20年度　岩宿文化賞ロビー展示

『岩宿人のくらしをさぐる』
夏休み子ども向け展示

を見て、岩宿文化賞もGetしよう！
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7月18日（土）　化石探し
　桐生市梅田町の山中にある古生代の地層から化石をさが
します。２.５億年前のウミユリやフズリナなどを探します。
　時間：午前９時〜午後２時
　対象：小学4年生以上

　定員：30人（岩宿博物館第1駐車場集合）
　受付：6月27日（土）から電話受付
　　　　応募者多数の場合は抽選になります。
　※保険料・資料代として200円かかります。
　問い合わせ先　岩宿博物館　０２７７－７６－１７０１

　今年度より小学校4年生以上（3年生以下は保護者同伴で
可）から一般の方までを対象に、農業体験学習を開催いた
します。今年度は、古代米とそばの栽培を実施いたします。
開催日程は、下記のとおりです。ただし、天候により、日
程が変更されることもあります。
【開催日時・内容】
古代米（赤米「夕やけもち」・黒米「朝紫」）・そば（赤い花

「高嶺ルビー」）
●第1回　5月2日㈯　古代米種まき
●第2回　6月6日㈯　古代米田植え
●第3回　8月22日㈯　そば種まき
●第4回　10月10日㈯　稲刈り・はぜ掛け
●第5回　10月24日㈯　古代米脱穀・籾すり、そば収穫
●第6回　11月8日㈰　古代米でもちつき（岩宿ムラ祭り収穫祭にて）
●第7回　12月12日㈯　収穫物をたべよう、しめ縄作り
【募集対象者】
　主な対象は小学校4年生以上です。保護者や一般の方の
参加も可能です。年間を通じて参加ができる方を優先いた
します。

【参 加 費】	 1,500円（全回通し、保険料や材料代、資料代を含む）
【定　　員】	 30人程度
【受付方法】	 4月11日㈯ 午前9時から電話で受け付けまし

た。ただいま受付中です。電話で博物館まで。
【会　　場】　岩宿の里古代ハス公園内古代水田・古代畑
※6月6日（第２回）の田植え、10月10日（第4回）の稲刈
り、11月8日（第6回）は単独参加も受け付けます（参加
費未定）。後日広報・チラシ等でお知らせします。

2009 年度上半期

体験学習事業のご案内体験学習事業のご案内
2009年度上半期

大人向け体験学習講座受講生募集
（中学生以上の大人向け）

　平成20年度に独立した講座として事業を企画いたしま
した。今年度は２回目の開催となります。なお、この事業
は岩宿博物館友の会の皆さんが中心になって全面協力して
いただく共催事業のひとつです。
6月21日（日）　石器作り①　黒耀石から石ヤリを作ります。
時　　間　午前10時〜午後12時
定　　員　25人（応募者多数の場合は午後にも開催する

ことがあります）
受　　付　5月31日（日）から電話受付
9月20日（日）　石器作り②　黒耀石から石ヤリを作ります。
時　　間　午前10時〜午後12時
定　　員　25人（応募者多数の場合は午後にも開催する

ことがあります）
受　　付　8月30日（日）から電話受付

岩宿探検隊岩宿探検隊

20092009
1717

20092009
1717
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8月7日（金）・8月8日（土）・8月9日（日）
平成21年度は日帰りコースのみの実施となります。
主な内容　石器づくり（石ヤリ・石のナイフ）
　　　　　石器を使う（ナイフで肉を切る・ヤリ投げ等）
　　　　　石蒸し料理
※雨天により、体験学習の内容が変更になることがあります。

募集要項
定　　員　各日時とも30人（先着順）
応募資格　小学生以上（小学3年生以下は保護者の同伴
　　　　　[参加]が必要になります）
参 加 費　2,000円
応募方法　希望日時・氏名・郵便番号・住所・電話番号・
学校名・学年・保護者名を明記し、はがき・ファックス・
Eメールまたは窓口でお申し込みください。電話での受付
も可能です。　
受　　付　7月1日（水）から受付開始

岩宿の里米っこクラブ
─岩宿の里で古代米をつくろう─

■岩宿探検隊での化石探し

■石蒸し料理を食べる（岩宿人にチャレンジしよう）



　3月29日に、恒例となりましたカタクリさくら祭りの

『岩宿ムラ』が、友の会主催で開かれました。当日は、晴

天で10時に開村式を行いました。開村式には市長があい

さつ、市議会議長や教育長も参列、岩宿ムラの開村式に花

を添えていただきました。

　参加者は、博物館入館者も含めて620人を数え、例年

どおり大いに盛り上がりました。人気の石器作りやまが玉

作りでは、終始多くの子どもたちが体験していました。ま

が玉作りは、用意されていた材料がすべてなくなるほどの

大盛況でした。また、石槍投げや弓矢体験、石臼での粉挽

き体験なども行われました。火起し体験も実施されました。

どの体験も、友の会会員が丁寧に指導しましたので、わか

りやすく、そして楽しく取り組めたようです。岩宿探検隊

の土器焼き・友の会会員の土器焼きも行われ、その様子を

見ることができました。また例年通り、入館者にはイノシ

シ鍋やおやきが、最後の頃には古代米の餅が振舞われ、皆
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最近の行事から

岩宿ムラ祭り開催される
さん料理に舌鼓を打っていました。なお、今回は、さまざ

まな体験を多く経験してもらおうという趣旨でポイントカ

ードを参加者に配り、5つ以上の体験をすると、入館者と

同様イノシシ鍋やお焼きを無料で振舞いました。イノシシ

の丸焼きは行列ができるほどの大盛況でした

◆史跡見学会◆

「なじょもんで遊ぼう・学ぼうー縄文火焔型土器と農業体

験学習―」

（主催：岩宿博物館　共催：岩宿博物館友の会）

　今年の史跡見学会は、新潟県中魚沼郡津南町にある農

と縄文の体験実習館「なじょもん」を訪れます。「なじょ

もん」のある津南町は、古くは旧石器時代から数多くの

遺跡が発見されています。とくに縄文時代は、美術的に

も評価の高い優美な火焔型土器が数多く作られた中期の

大集落が発見されていることから、「縄文の里」と呼ばれ

ています。また、本年度から古代米・そば等を栽培する

「岩宿の里米っこクラブ」を館で実施しますが、「なじょも

ん」の農体験学習を参考にしています。これらの手本も

同時に学んでみましょう。

日　時　7月12日（日）　午前７時～午後６時

場　所	 新潟県中魚沼郡津南町「なじょもん」他

定　員	 30人（先着順）

受　付	 5月19日（火）～6月26日（金）

参加費	 一般　2,500円

 友の会会員　2,000円

（保険料・昼食代・施設見学料・有料道路使用料

等を含みます。）

申し込み方法　氏名・住所・電話番号・郵便番号・生年月

日・友の会会員の有無を明記し、はがき・FAX・Eメール

または博物館窓口にてお申し込みください（電話でも受け

付けます）。

その他の年間事業計画

人気のまが玉作り

イノシシの丸焼きをふるまう

開館時間 ■ 午前９時30分～午後５時（入館は午後４時30分まで）

無料入館日 ■ ５月18日（日）（国際博物館の日）10月28日（火）（群馬県民の日）

臨時休館日 ■ ７月１日（火）～７月３日（木）（館内整備のため）

休館日 ■ 毎週月曜日（祝日と重なる場合はその翌日）12月27日～１月５日（年末年始休館日）

● ６月28日（土）
バロック音楽の夕べ━ヘンデルの作品集━

● 10月25日（土）
ドイツ歌曲の夕べ

● 11月22日（土）
音楽の四季

サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト （サロンコンサート友の会主催）

サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト

● 9月19日（土）

　　「ドイツ歌曲とケーキの甘い関係」

● 10月17日（土）

　 「夕べのティータイム」

● 11月21日（土）

　 「名曲とワインの旅」

　主催：サロンコンサート友の会

郷土史講座

郷土史講座日程（予定日）

第1講　　2010年2月7日（日）　講師・テーマ未定

第2講　　2010年2月21日（日）	講師・テーマ未定

第3講　　2010年2月28日（日）	講師・テーマ未定

第4講　　2010年3月7日（日）　史跡見学会（未定）

日程は予定であり、講師等の都合で変更あり。講座テーマについては検討中。
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史跡見学会のガイドブック 史跡見学会で特別講義を受ける

◆ 郷土史講座と企画展の意外な関係 ◆
　岩宿博物館では、秋と冬に2回、企画展と講座を開催

している。秋の企画展は、岩宿時代を中心とした企画

展と岩宿大学という学術的色彩の強い専門的講座だ。

それに対し、冬の企画展及び講座は、郷土史に関連す

る比較的なじみやすい内容を中心としたもの、という

特徴がある。昨年度の冬の企画展は「みどり市の縄文

土器」という土器だらけの企画展であり、郷土史講座

は「みどり市ゆかりの考古学者」というテーマで3回の

講義とそれに関連する史跡見学会を行った。岩澤正作・

相沢忠洋・尾崎喜左雄（松島榮治との関係等）の人柄

や業績を紹介する内容であった。

　さて、郷土史講座のテーマの選定であるが、企画段階

でいつもつまづく。この講座は、開館当時から続いてい

る講座で、16回を数えている。その歴史をふりかえると、

初期は、全回通してのテーマはなく、各回各時代の特徴

を講義する形式であった。秋の企画展では、単独で展示

解説講座があるが、冬の企画展には単独の解説講座がな

かったので、次第に郷土史講座の中で企画展の解説講座

を組み入れる形になっていく。原則では、冬の企画展と

郷土史講座は連動しなくてもよいのだが。第6回あたり

から、テーマをもって開催されるようになり、冬の企画

展の内容に沿ったテーマで開催されるようになる。企画

展もそうだが、講義内容や講師の選定をみていると担当

者の性格・人脈がある程度把握できておもしろい。例え

ば、K女史が担当した時代は、考古学関係の講座は皆無

で文献・記録を中心とした中世・近世に関した講座とな

っている（K女史は中世・近世が好みのようだ）。やはり、

郷土史関係の講座でも、担当者の専門分野がにじみでて

いるようだ。講師の選定などは、担当者の人脈を駆使し

て依頼しなければならないからだ。講師の選定に行き詰

まると結局担当者が講座の一部を受け持たなければなら

ない。16回のうち、9回担当者が講義を受け持っている。

今までの担当者は、幅広い知識を駆使して講義ができた

だろうが、浅学非才の筆者では途方にくれるだろう。

　また、講座に関連した史跡見学会を開催しているが、

これも結構悩む問題だ。受講生は、歴史に関心がある

のだから、個人的にいろいろな史跡等をめぐっている

だろう。それに参加して良かったと思われる何かを付

け加えたい。担当者が案内するが、参加者全員が満足

する説明はできない。そこで、案内パンフレットを作

成して配布。インターネットを駆使してホームページ

を検索。ダウンロードしたらあとは適宜必要なところ

を切り貼り（安易な考えじゃないよ。雑芸員として腕

の見せどころ？）。それで見学場所の予備知識を移動時

間などに勉強してもらう。筆者はこの講座を2回担当し

ているが、幸運なことに講師の方がボランティアで現

地を案内してくださった。19年度の足尾銅山の産業遺

産めぐりでは講師をお願いした小野崎敏先生、20年度

は嬬恋郷土資料館で天明の浅間焼け関係遺跡を発掘さ

れた松島榮治先生が懇切丁寧に説明してくれた。

　この事業は3月に終わり、4月には年間スケジュール

で翌年度の企画を計画して広報しなければならない。

ところが、本紙をみると日程は、一応計画してみたも

のの講座テーマや講師は何も決まっていない。誰かい

い企画を考えてください。よろしくね。

　　　　　　　　　　　　　　　 （今村　和昭）

ストーン・エッセイ⑨
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◇　　　　　　　　のご案内◇

『Origin』とは，original の名詞形で『起源・源』を意味します。

2009年 ４ 月30日発行（年３回発行）

《開館時間》午前9時30分～午後5時

（入館は午後4時30分まで）

《休館日》毎週月曜日

（祝日と重なる場合は翌日）

年末年始（12月28日～1月4日）
岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
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岩宿博物館

編集・発行

電話でバス

赤城駅からおよそ12分

（予約制0277-72-0011）

岩宿駅北口からおよそ７分
《カタクリの湯で下車ください》

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分

保健センター信号

11日（土） 『岩宿の里米っこクラブ』受付開始
19日（日） 総合学習等展示『岩宿人になろう』（最終日）
25日（土） 『みどり市の歴史と文化財』展示開催（6月14日まで）

1日（金） 鹿郵便局館外展示（5月29日まで）
2日（土） 岩宿の里米っこクラブ『古代米種まき』（10:00〜）
8日（金） 岩宿大学受講受付開始
17日（日） 国際博物館の日（無料入館日）
 友の会総会（13：30　体験学習室）
 友の会講演会（総会の後）
31日(日) 岩宿大学受講締め切り（当日の消印有効）
 大人向け体験学習講座『石器づくり』①受付開始

6日（土） 岩宿の里米っこクラブ『古代米田植え』（10:00〜）
14日（日） 『みどり市の歴史と文化財』（最終日）
 岩宿大学開講式・第1講（13：30〜）
 『相沢忠洋と群馬の考古学』
 加藤正義氏（岩宿遺跡発掘参加者）・梅沢重昭氏（元群馬大学教授）

20日（土） 岩宿遺跡発掘60周年展示
 『相沢忠洋・その人となり』展開催（7月20日まで）
21日（日） 大人向け体験学習講座①『石器づくり』（10：00〜）
27日（土） 岩宿探検隊『化石探し』受付開始

1日（水） 夏休み体験学習教室
 『岩宿人にチャレンジしよう』受付開始
 4日（土） 群馬県立歴史博物館提携展示『みどり市の埴輪』（8月30日まで）
12日（日） 史跡見学会（新潟県中魚沼郡津南町方面）
18日（土） 岩宿探検隊『化石探し』（9：00〜）
19日（日） 岩宿大学第２講（13：30〜）
 『岩宿遺跡からはじまったローム層研究』
 羽鳥謙三氏（共愛学園女子短期大学名誉教授）
20日（月） 『相沢忠洋・その人となり』展（最終日）

2日（日） 夏休み子ども向け展示『岩宿人のくらしを探る』開催（9月6日まで）
7日（金）〜9日(日)　 夏休み体験学習教室
 『岩宿人にチャレンジしよう』
22日（土） 岩宿の里米っこクラブ『赤花のそば種まき』（10:00〜）
30日（日） 大人向け体験学習講座『石器づくり』②受付開始

４月

５月

６月

７月

８月

友の会会員募集友の会会員募集
　『岩宿博物館友の会』は、岩宿時代を学び、考えていく中
で会員相互の知識と同好の人々の親睦を深めていくことを目
的としています。岩宿博物館をもっと知りたい方、岩宿時代
に興味のある方、これ以上の入会資格は問いません。あなた
も友の会に参加しませんか。

友の会会員にはこんな特典があります

　①　入館料が無料となります。

　②　企画展や各種講座のご案内をいち早く、確実にご案内いたします。

　③　各種講座の受講料・史跡見学会参加料が割引となります。

　④　友の会主催の行事に参加できます。

　⑤　博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ～オリジン～』を年３回お届けします。

　⑥　石器づくり・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　クルでの活動ができます。

年会費とお申し込み方法

　●年会費　みどり市在住の方　個人会員1,000円　ファミリー会員2,000円

　　　　　　　みどり市外在住の方　個人会員2,000円　ファミリー会員3,000円

　※　ファミリー会員への刊行物の配布は、１軒に１部とさせていただきます。

　●お申し込み方法

　　　　　　本館に直接お申し込みいただくか、郵便振替をご利用くだ

　　　　　さい。なお、振替用紙は友の会事務局までご請求ください。

お問い合わせ　岩宿博物館友の会事務局

　〒379-2311　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1

　℡　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703

　Ｅ-メール　iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp


