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◆鹿の川沼の桜満開！◆
　今年も、桜の名所、鹿の川沼にキレイな桜が咲きました。昼も夜も（夜
はライトアップ！）、桜の下にシートを敷いて、たくさんの人がお花見の
宴を楽しんでいました。「桜は咲いていますか」「ライトアップしてますか」
という問い合わせが、博物館にもたくさん来ました。
　花見のついでに来館した方もあり、また、博物館に来たお客様も、満開
の桜を楽しんで行かれました。桜と岩宿博物館、持ちつ持たれつですね。



第50回企画展

第51回企画展

　みどり市ゆかりの考古学者には、岩宿遺跡の

発見者である相沢忠洋のほかにも、大正から昭

和戦前期に大間々町に居住して活躍した岩澤正

作、戦後群馬大学を拠点として群馬県の考古学

界をリードした尾崎喜左雄とその門下で石田川

式土器、天明の浅間焼けの考古学的研究で業績

がある東町出身の松島榮治がいます。また、周

辺では「両毛考古学会」を中心に千網谷戸遺跡・

普門寺遺跡などを調査した薗田芳雄や周東隆一

等がいました。今回は、これらの考古学者の業

績を紹介して、行政的組織的調査が隆盛になる

以前の学術調査の成果を概観します。

　今から60年前の岩宿遺跡の発見は、岩宿時

代の研究の出発点ですが、群馬県では、1980 年

以降、高速道路や新幹線の大規模な発掘調査で

多数の遺跡が発見されてきました。当館が開館

してすぐに同じ題名の展示を行いました。しか

し、その後の北関東横断道路や上武国道などの

建設に伴う発掘調査によって、さらに多くの遺

跡が発掘され、全国的にみても注目を浴びるよ

うな発見も少なくありません。最新の資料に基

づいて、群馬県の岩宿時代を浮き彫りにします。

展示解説講座　10月24日（日）　午前10時30分〜

　＊岩宿大学と同日開催

展示解説会　10 / 2・16　11 / 13・20

（各土曜日午後２時～）

『群馬の岩宿時代partⅡ』

『みどり市ゆかりの考古学者
　−個性が発揮された調査−』

10月2日（土）〜11月23日（火・祝）

2011 年
1月29日（土）〜 3月6日（日）

岩宿博物館　　　　　　
館長　小菅　将夫

　4月の人事異動で、館長になりました。まだ日が経

っていないためか、その自覚も浅いのですが、精一杯

がんばりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　岩宿博物館では、昨年「岩宿遺跡発掘 60年」として

様々な展示や事業を実施してきました。あらゆる場面

で関係者や関係機関の皆様にはお世話になり、本当に

ありがとうございました。おかげさまで、例年より多

くの観覧や利用をいただき、1年間にわたる記念行事

を無事、終了いたしました。ここに皆様に報告し、感

謝申し上げたいと思います。

　さて、平成 22年度は、これまでの行事を振り返り、

確実で持続的に博物館活動を展開していこうと考えお

ります。展示では、2回の企画展示を例年通り開催し、

その他、市内の文化財の展示や夏休みの子ども向け展

示とともに、友の会の方々にも展示をお願いしていま

す。講座では、岩宿大学及び郷土史講座も、例年と同

様に開催いたします。いずれも、歴史学や考古学のお

おもとを見直すことを主旨とし、基本となるあるいは

地域の基礎となった事柄を取り上げようと考えました。

体験学習では、昨年はじめて実施して好評であった「米

っこクラブ」の古代米作りも、より確実なものとなる

ように、また夏の体験学習は、みどり市の観光政策と

も連携して進めたいと考えています。岩宿フォーラム

については、実行委員の皆様と、研究を地元に還元で

きるような内容を検討中です。

　当館の特色となっている学校等と連携した体験学習

は、博物館で岩宿時代を学ぶ一つの方法として確立し

ていると考えています。体験した児童・生徒たちが「岩

宿人」となって楽しみながら、岩宿時代をより深く理

解できる学習として継続して取り組みたいと思います。

そして、地域に根付いた岩宿ムラまつりも、友の会と

ともに開催したいと考えています。

　本年はようやく職員も数年前の人員に戻りましたが、

これらの博物館活動は、職員のみで実施することは、

不可能です。友の会はじめ、古代米の会、岩宿フォー

ラム実行委員など多くの方々の協力なくしては、どの

行事も成り立たちません。館長となった私は、資料館

時代も含めて 18年間、学芸員として過ごしてきました

が、これまで博物館を支えてくださった皆様のご協力

の賜物として、現在の博物館があると痛感していると

ころです。これまでと同様に博物館へのご協力をお願

いし、館長就任のごあいさつに代えたいと思います。

ごあいさつと
平成22年度の活動方針
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　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。遺跡から出土した石器や、これまでの研究成果

をもとに復元された道具や模型によって、わかりやす

く展示します。展示を見て答える「岩宿人検定クイズ」

も実施します。岩宿人の道具である石器の使い方も体

験できます。ぜひ、夏休みの自由研究に岩宿人の生活

をさぐってみましょう。

　市内の小学校・幼稚園・保育園の子どもたちが体験

学習で学んだ記録及び作品を紹介します。

夏休み子ども向け展示

第14回友の会展示

みどり市内体験学習作品展

　みどり市は、足尾山地から関東平野（大間々扇状地）

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、さまざまな歴史的文化財が

存在しています。江戸時代にはあかがね街道が南北に

走り、代官岡上景能は岡登用水を開削して今日の笠懸

町地区の発展のもとを築きました。この展示では、土

器や石器の埋蔵文化財や古文書資料などによって、み

どり市の歴史を通史的に概観します。

　岩宿博物館友の会には、石器作り・土器作り・古代

料理研究・民俗伝承研究の 4つのサークルがあり、自

主運営のもと活発に活動しています。博物館主催の行

事にも様々な形でご協力をいただいています。会員の

1年の活動記録と作品を一挙に展示します。

『みどり市の歴史と文化財』 『サークル活動展2010』（仮）

『岩宿人のくらしをさぐる』

『岩宿人に
　　　なろう』

4月29日（木・祝）〜 7月19日（月・祝） 12月5日（日）〜 2011年1月16日（日）

8月1日（日）〜 9月20日（月・祝）
2011 年
3月19日（土）〜
　　4月17日（日）

春季展示

① 5月 29日（土）　宇宙・太古・魂の子守唄～インナーチャイルドの癒し～
② 6月 26日（土）　バロック音楽の夕べ「コーヒー・カンタータ」
③ 10月 30日（土）　「クラシック音楽とコーヒーの薫り」～コーヒーを愛した作曲家
④ 11月 27日（土）　「クラシック 200年祭」～ショパン生誕 200年を記念して～
開　演：午後 7時（開場午後 6時 30分）　　会　場：岩宿博物館２階常設展示室
入場料：2,000 円（博物館観覧料含む）　主　催：サロンコンサート友の会

サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト

昨年度の展示の様子



4

☆岩宿文化賞学生部門賞のご案内☆

テーマ：『石器や土器を解き明かす』
第１講　開講式　6月13日（日）

　『縄文土器型式を研究する』
　　　戸田哲也氏（玉川文化財研究所所長）
第２講　７月11日（日）

　『縄文のくらしと土器』
　　　阿部芳郎氏（明治大学教授）
第３講　９月12日（日）

　『石器の種類と研究』
　　　鈴木次郎氏（かながわ考古学財団、第11回岩宿文化賞受賞者）
第４講　10月24日（日）

　『石器の使い道を探る』
　　　御堂島正氏（神奈川県埋蔵文化財センター）

　　　＊第50回企画展展示解説講座と同日開催
第５講　閉講式11月28日（日）

　『前・中期旧石器ねつ造事件と旧石器時代文化の研究』
　　　白石浩之氏（日本旧石器学会、愛知学院大学教授）

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思のある方ならどなたでも

●受講料

　①通年受講　一般5,000円、みどり市内在住の一般3,500円、友の会会員2,500円

　②単独受講　各講義とも1,000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 30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。

2010

岩宿大学受講生募集
　18年目を迎える本年度は、日本の遺跡で最も多く発見

される石器と土器を取り上げます。『石器や土器を解き明

かす』というテーマで、その中心となってきた研究方法と、

その作り方や使い方の研究という二つの面から、石器や土

器を詳しく学んでいきます。それらを通して考古学をもう

一度、その基本から学ぼうという狙いです。なお、本年度は、

「前･中期旧石器ねつ造事件」から10年目となりますので、

もう一度事件を振り返るとともにその後の研究を総括し、

今後を展望する講義も用意いたしました。

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、小・中・高等学校および養護学校の児童・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
　みどり市教育委員会事務局　文化財課　（事務担当　文化財係）

　〒379-2311　みどり市笠懸町阿左美1790－ 1　岩宿博物館内

　電話　0277-76-1933　　FAX　0277-76-1703

応募の締め切り期日
　平成22年９月 10日（金）までに文化財係に到着したものまで

平成 21年度　岩宿文化賞受賞者木﨑氏を囲んで

夏休み子ども向け展示

『岩宿人のくらしをさぐる』
を見て、岩宿文化賞もGetしよう！



5

　農業体験学習

『岩宿の里米っこクラブ』―岩宿の里で古代米をつくろう―

　岩宿人にチャレンジしよう18

　農業体験学習を、小学校 4 年生から大人の方までを対象

に実施します。古代米（黒米と赤米の 2 種類）と赤い花の

そばを植えて育てます。農業は、「人と人」との協力関係

の中で作りあげられてきました。現在では機械化が進んで

いますが、米っこクラブでは、稲作やそれ以前の雑穀栽培

を、昔ながらの方法で体験します。

【開催日・内容】（日程は天候により変更されることもあります）

●第１回　５月１日（土）　古代米種まき

●第２回　６月５日（土）　古代米田植え

●第３回　８月 21 日（土）　そば麦種まき

●第４回　10 月９日（土）　稲刈り・はぜ掛け

●第５回　10月23日（土）　古代米脱穀・籾すり

●第６回　11 月６日（土）　そば収穫

●第７回　11月14日（日）　古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつりにて）

●第８回　12 月 11 日（土）　収穫物を食べよう、しめ縄作り

【募集対象】　小学校４年生以上（３年生以下は保護者同伴

　　　　　　参加でお願いします）

７月17日（土）　化石を探そう！
　桐生市梅田町の山中にある古生代の地層から化石を探

します。２億５千万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

【参 加 費】200 円（保険料、資料代）

【定　　員】30 人（定員を超えた場合は抽選）

【受　　付】６月 26 日（土）午前９時から電話受付

　岩宿博物館友の会が中心となって、中学生以上の一般を

対象に、ボランティア養成を兼ねて体験講座を実施します。

上半期は、石器作りを２回行います。

６月20日（日）　石器づくり①
９月19日（日）　石器づくり②

【時　　間】午前 10 時～ 12 時

【定　　員】25 人

【受　　付】それぞれ３週間前の日曜日午前９時から電話

　　　　　　受付（①は５月 30 日、②は８月 29 日から）

8月 6日（金）日帰りコース

8月7日（土）～ 8月 8日（日）1泊 2日宿泊コース
【主な内容】石器作り（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

【募集対象】小学生以上（３年生以下は保護者同伴参加でお願いします）

【参 加 費】日帰り 2,000 円、宿泊 3,000 円

【定　　員】日帰り、宿泊とも 30 名

【受　　付】７月１日（木）午前９時から受付。希望コース・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。電話でも結構です。

【参 加 費】　1,500 円（全回通し、保険料や材料代、資料代を含む）

【受　　付】　途中からでも参加できます。博物館までお電話ください。

【会　　場】　岩宿の里　古代の里公園

※田植えと稲刈りのみ、１回だけの参加も受け付けます。

　博物館までお問い合わせください。

2010 年度上半期

体験学習のご案内
2010 年度上半期

体験学習のご案内

岩宿探検隊 大人向け体験学習講座
石器作り

昨年度の田植えの様子

昨年度の様子〜いのしし鍋を配ります。
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● 5 月 29 日（土）　
　宇宙・太古・魂の子守唄～インナーチャイルドの癒し～
　　出演：永井隆子（ソプラノ）、彩愛玲（ハープ）、田村聡子（ピアノ）、緑マナミ（司会）
　　曲目：シューベルトの子守唄、ロンドンデリー、トロイメライ、他

● 6 月 26 日（土）
　バロック音楽の夕べ『コーヒー・カンタータ』
　　出演：コンセール・ノーブル（弦楽合奏）、勅使河原千鶴（ソプラノ）、小山裕之（指揮）、
　　　　　田村稔（テノール）、織田修一（バス）、混声合唱団カメラータ
　　曲目：バッハ「コーヒー・カンタータ」、他

郷土史講座
「みどり市および

　　その周辺の中世史」
①２月 ６ 日（日）園田氏を中心に平安院政期・鎌倉時代

②２月 20日（日）新田氏を中心に南北朝・室町時代

③２月 27日（日）横瀬氏・由良氏を中心に戦国時代

④３月 ６ 日（日）史跡見学会「国指定史跡新田荘を歩く」

※ テーマ・内容・日程等検討中。変更される場合あり。

サロンコンサート　～上半期の詳細について～

郷土史講座で市内史跡めぐり

岩宿ムラまつり開催
最近の行事から

　3月28日、恒例のカタクリさくらまつりの「岩宿ムラ」

が、友の会主催で開かれました。9時45分に開村式が行わ

れ、市長・教育長も参加して花を添えていただきました。

　参加者は博物館入館者を含めて650人を数え、おおいに

盛り上がりました。石器・まが玉作りなどは、材料のほと

んどがなくなるほどの人気ぶりでした。炭焼き、土器焼

き、石臼での粉挽き体験も行われました。

　古代の売店のおやき・あんぴんなどの商品はすべて売り

切れになりました。また、博物館入館者や、体験ポイント

を５つ集めた参加者には、イノシシ鍋かおやきがもらえる

ということで、熱心にポイントを集めていました。お昼に

は、イノシシの丸焼きや古代米の餅つきを行い、無料で振

舞うと、行列ができるほど繁盛しました。午後には石槍投

げ・弓矢体験、火起こし体験などを実施しました。肌寒い

日でしたが、参加者は元気いっぱいでわいわい楽しんでい

ました。

　『江戸時代のみどり市―町・村の地域性』をテーマとし

て郷土史講座が開催されました。2月7日は阿久津宗二先

生を講師に迎え笠懸町地区、21日は井上唯雄先生を迎え

東町地区、28日は本館学芸員の今村和昭が大間々町地区

の江戸時代の歴史を講義しました。それを踏まえ、3月7

日（日）には「わ鉄に乗って江戸時代のみどり市の名残を

さがしてみよう」をテーマに史跡見学会を行いました。あ

いにくの雨模様でしたが、小降りであったので大間々や花

輪の町並みを散策し、ながめ余興場、富弘美術館、陶器と

良寛書の館等を見学しました。最後は、疲れた体を癒すた

め、水沼温泉で一浴びして帰途に着きました。

大間々の神明宮をお参りしました。

その他の行事予定
  史跡見学会「下呂石のふる里を訪ねて」（主催：岩宿博物館　　共催：岩宿博物館友の会）
　下呂石は、岐阜県下呂市湯ヶ峰で産出する黒耀石に似たガラス質安山岩あるいはデイサイトと呼ばれる岩石で、
岐阜県や愛知県ではさかんに石器の石材として利用されています。日本で最も美しい石器として名高い長野県御
子柴遺跡の石槍にも使われています。下呂石の採集、遺跡見学を交えて、中部地方の考古学を楽しく学びます。

開催日：7 月３日（土）・４日（日）　予定午前 7：30 出発　午後 18 時到着
場　所：岐阜県下呂市　他
参加費：一般　20,000 円、友の会会員　18,000 円（予価）
　　　　（保険料・食事代・宿泊代・施設見学料・有料道路使用料を含みます。）
申込み：５月 16 日（日）～６月 18 日（金）の間に、氏名・住所・電話・生年月日・友の会会員かどうかを明記し、
　　　 はがき・FAX・E メール・電話・窓口でお申し込み下さい。先着 30 名で締め切ります。
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　もう1年も前になりますが、韓国の全谷里（チョンゴン

リ）旧石器祝祭に要請を受けて、そのお祭りの中で石器作

りのワークショップに参加した時のことを紹介したいと思

います。

　全谷里遺跡は、朝鮮半島の中央部、韓国北部の京畿道

（キョンギドウ）というところにあります。この遺跡は、

1978年に発見され、韓国に3.5万年よりも前の前期旧石器

時代があることをはじめて明らかにした遺跡として有名で

す。遺跡からは、約30万年前から数万年前の石英という硬

い石を使って作られた「ハンドアックス」（握り斧）が発

見されており、韓国のみならず東アジアを代表する遺跡の

一つです。

　この遺跡では、漢陽（ハンヤン）大学が岩宿博物館の開

館と同じ18年前から、遺跡や発掘といった考古学について

の体験学習教室を実施し、その教育普及に努めてきたとの

ことです。そして私への依頼は、昨年5月にそのお祭りの

漢陽大学の体験学習ブースで石器作りを行い、簡単なミニ

シンポジウムに参加するというものでした。

　この祝祭全体は、5･6年前からはこの地域を挙げた盛大

なお祭りになってきたようで、数万人規模の人々が集まる

大規模なものです。漢陽大学のブースは全体のほんの一部

で、その他には、地元の人が中心となる体験学習のほか、

会場の隅では、世界の旧石器時代を扱う博物館をパネル展

示しているところもありました。もちろん、日本を代表し

て岩宿博物館も紹介されていました。しかし、実際のお祭

り自体は、考古学以外の部分が多く、広大な遺跡の広場に

は特設の大型ステージと数千人規模の客席、書画などの展

示ブース、それから簡単な食事ができる出店などが広がっ

全谷里旧石器祝祭の会場 石器作り体験学習の様子

ていました。とにかく、その規模や迫力、またその参加者

の多さに圧倒されてしまいました。

　体験学習に話を戻しましょう。体験学習では、石器作り

のほか、火起しの体験、発掘調査の体験、石器や植物、

動物、人骨などを詳しく調べるブースがあり、考古学研究

はどんなことをするのかといった、大学ならではの特色

のある体験内容でした。体験に参加する子どもたちは、受

付で、岩宿博物館でいう「原人服」のような簡単な服を着

て、考古学の方法がわかりやすく書かれたノートを受け取

り、各ブースで体験が終わるとそれにスタンプを押しても

らって、全部集めると記念品がもらえる仕組みになってい

ました。日本でいえば小学校中・低学年の子どもが多いの

ですが、個々のブースでは大学生がテキパキと対応してい

ました。私はその中で、黒耀石を子どもたちに割らせる部

分をお手伝いしました。また、1回だけでしたが、会場の

中央で石器作りを実演し、多くの方に実際の作り方を見て

もらいました。日本からはもう一人、奈良県の二上山博物

館のＳさんがサヌカイトで石器作りの、それからスペイン

の博物館学芸員の方が火起しの体験学習を行いました。こ

の大学が行った体験学習は、3・4日間の開催で、連日数百

人が来ておりましたので、岩宿ムラよりも多くの子どもた

ちが参加していたようです。

　韓国でも子ども向けの体験学習がさかんになっており、

また地域を挙げて遺跡を盛りたてることを知ることができ

ました。漢陽大学の先生は、岩宿博物館に既に4・5回、来

館している方ですので、今後も情報交換をしながら交流を

深めていきたいと思います。

（小菅　将夫）

無 料 開 館 日
① 5 月 18 日（火）　国際博物館の日

臨時休館日（燻蒸のため）
6 月 29 日（火）～７月１日（木）

ストーンエッセイ⑫

◆韓国体験学習事情◆



《開館時間》午前9時30分～午後5時

《休館日》

（入館は午後4時30分まで）

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）

みどり市役所笠懸庁舎
岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分阿左美・岩宿信号

岩宿信号鹿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

至赤城

至太田・浅草

至中央前橋 至太田・浅草

至西桐生

岩宿博物館

電話でバス
（予約制 0277-72-0011）
赤城駅からおよそ 12分
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》

観 覧 料

Schedule 2010 年４月〜８月 催し物

10日（土）「岩宿の里　米っこクラブ」受付開始（9：00）
18日（日）「岩宿人になろう」展示終了
29日（木・祝）春季展示「みどり市の歴史と文化財」開始

　１日（土）岩宿の里米っこクラブ「古代米種まき」（10：00～）
15日（土）岩宿の里米っこクラブ「田植え」受付開始（9：00）
18日（日）「国際博物館の日」無料観覧デー
29日（土）サロンコンサート「宇宙・太古・魂の子守唄」（19：00～）
30日（日）大人の体験講座「石器作り①」受付開始（9：00～）

　５日（土）岩宿の里米っこクラブ「古代米田植え」（10：00～）
13日（日）岩宿大学第1講「縄文土器型式を研究する」（13：30～）
20日（日）大人の体験講座「石器作り①」（10：00～）
26日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」受付開始（9：00）
　　　　　　サロンコンサート「コーヒーカンタータ」（19：00～）

29日（火）～７月１日（木）燻蒸のため臨時休館

　１日（木）夏休み体験学習「岩宿人にチャレンジしよう」　
　　　　　　受付開始（9：00）
　３日（土）・４日（日）史跡見学会
11日（日）岩宿大学第2講
　　　　　　「縄文の暮らしと土器」（13：30～）
17日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」（9：00～）
19日（月・祝）「みどり市の歴史と文化財」展示終了

　１日（日）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」開始
　　　　　　（～９月20日）
　６日（金）夏休み体験「岩宿人にチャレンジしよう」日帰りコース
　７日（土）～８日（日）「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース
21日（土）岩宿の里米っこクラブ「そばの種まき」（10：00～）
22日（日）大人の体験講座「石器作り②」受付開始（9：00）

　
⑥　石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　　クルで活動できます。
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（岩宿博物館内）まで
　　ご請求ください。

お問い合わせ　岩宿博物館内　友の会事務局

４月 ７月

８月

５月

６月

友の会会員募集

岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Considering japan, where our history began

〒 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美 1790-1
TEL 0277-76-1701　　FAX 0277-76-1703
E- メール :  iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp
URL http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

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

2010 年 ４ 月 30 日発行（年３回発行）

　　　編集・発行

岩　宿　時　代　通　信

vol．59

◇ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の ご 案 内 ◇

友の会会員にはこんな特典があります
　①　岩宿博物館の観覧料が無料になります。
　②　企画展や各種講座の情報をいち早く、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になります。
　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。

　『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。


