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◆ 岩宿人になりました ◆
　８月３日から６日にかけて，恒例の夏休み体験学習教室『岩宿人にチャ

レンジしよう』が開催されました。79人の参加者があり，石器作りや

ヤリ投げ，石蒸し料理など岩宿人の知恵にチャレンジしました。参加者

全員が所定の目的を達成し，“岩宿人証明書”が贈られました。
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日本の歴史はいつから始まったのでしょうか。岩宿博物館は日本列島最古の時代，岩宿時代を専門としていま

すので，この問題は当館では常に重要なテーマのひとつです。数年前まで日本の歴史は，数十万年前まで遡ると

いわれてきましたが、2000 年 11 月に発覚した ｢ 前期旧石器時代遺跡捏造事件 ｣ によって，世界史でいう後期

旧石器時代以前，約 3万 5千年より古いと考えられる遺跡がほとんどなくなってしまったのが現状です。

　現在，それを遡る石器群として，捏造事件と関連していない遺跡がわずかにあると考えられていますが，それ

らについてはいまだに定説とはなっていません。岩宿時代は，約 3万 5千年前以降のⅠ期からⅤ期までは，全国

的に多数の遺跡があってその研究も確実に進められています。現状では、年代的に連続して遡れるのは、世界史

でいう後期旧石器時代の初めである岩宿時代Ⅰ期までです。

ところで、岩宿時代Ⅰ期の最古段階の時期は、これまで ｢ 前期旧石器時代 ｣ との関連で考えられ，それ以降の

岩宿時代の石器群と異なる性格や系統のものであろうとされ，石器にも独特の名称をあててきました。しかし，

近年の発掘調査で，他の岩宿時代Ⅰ期の新しい段階と同様の石器も多く発見されるようになり，その再検討が待

たれていました。

今回の展示では，岩宿時代Ⅰ期の最古段階の石器群を展示し，日本列島最古の住人がどのような文化をもって

生活していたのかをみていきます。このことは，捏造事件以後，岩宿時代の出発点を明らかにし、日本の歴史の

最初の 1ページを新たに解き明かすための重要なステップとなるはずです。

②石器をみる

　捏造事件の検証作業のなかでも最終的には資料である石

器をどのように観察していくかが問題となりました。中世

や近世といった新しい時代の日本歴史を研究する場合，そ

の時代に残された古文書を読むことが基本となります。岩

宿時代を考えるときも，その最も重要な資料である石器を

どのように読み解くかが重要なポイントとなっているので

す。そのことは，石器に残された割り取りの痕跡、剥離面

を正しく理解することがその基礎となります。

開 催 期 間　　平成18年 10月 7日（土）～平成18年 11月 26日（日）

開 催 場 所　　岩宿博物館１階　企画展示室

展示解説講座　　10月 8日 ( 日 )　10:30 ～ ( 会場：岩宿博物館１階　体験学習室 )

　　　　　　　　『岩宿時代の始まりはどんな時期か』
講師 :仲田 大人 氏 ( 青山学院大学講師 )

　＊岩宿大学第4講と同日に開催されます。

　　　　　　　　岩宿大学第4講『日本の旧石器時代の起源を探る』（13：30～　会場同じ）
講師：諏訪間 順 氏 ( 小田原市教育委員会 )

展示解説会　　10月 7日・21日・28日，11月 18日・25日 ( 各土曜日 14：00～ )

展示の構成
①捏造事件と石器研究

　2000年に発覚した｢前期旧石器時代遺跡捏造事件｣は、

岩宿時代の研究に大きな衝撃を与えました。そのことは約

3万 5千年以上前の時代の存在に疑問がもたれるようにな

ったことに留まらず，岩宿時代研究全体のあり方が問われ

ました。また，石器自体や発掘調査に対して様々な視点か

ら，厳しく検討されるようにもなりました ｡

捏造事件で問題となった資料を展示して，その教訓を

再確認するとともにそれらの資料にみられる疑問点を再度

確認します。

第42回企画展

岩宿時代はどこまで遡れるか岩宿時代はどこまで遡れるか岩宿時代はどこまで遡れるか



岩宿博物館

みどり市バス《桐原阿左美線》

赤城駅からおよそ 65分

ご利用の場合

岩宿駅南口からおよそ 15分
《パル文化ホールで下車ください》

岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分

運動場

笠懸南中

文化ホール
笠懸公民館

薬局

鮮魚店
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　岩宿フォーラムは，毎年秋に『岩宿』で開かれる学術的

な催しです。フォーラムでは，岩宿時代の研究に功績のあ

った研究者に送られる岩宿文化賞授賞式とシンポジウムを

行います。

　岩宿文化賞授賞式では，岩宿文化賞の授賞式および受賞

者フォーラム・受賞記念講演が予定されています。今年の

岩宿文化賞受賞者は誰になるでしょうか。

　シンポジウムは，北関東地方の研究者で組織された岩宿

フォーラム実行委員会が，その企画立案，運営にあたって

います。本年度のシンポジウムは，岩宿博物館の企画展と

連動して岩宿時代の始まりの時期を各地の研究成果を踏ま

えて議論する予定です。

③3万年以上前の石器

　捏造事件以降 ,確実な最古の石器群、それもこれまでの

研究から時間を追って遡ることが可能な石器群は ,岩宿時

代Ⅰ期でもその最古の部分がそれにあたります。それらの

石器が発見されるのは，関東ローム層最上部の立川ローム

層の最も深い層で，武蔵野台地でⅩ層と呼ばれる層です。

その層から発見された石器群が確実な最古の石器群にあた

ります。そうした地層的な区分が可能なのは，関東地方と

その周辺の地域であることから，関東地方を中心として展

示します。なお，関東ローム層は地域ごとに特色がありま

すので，その出土層位の地層的な特徴がほぼ同じ地域 (台

地 ) ごとに展示する予定です。　　　　　　（小菅　将夫）

岩宿フォーラム シンポジウム『岩宿時代はどこまで遡れるか
－ 立川ローム層最下部の石器群 －』

岩宿文化賞授賞式

日時　　11月４日（土）・11月５日（日）

会場　　みどり市笠懸公民館１階交流ホール

日程

岩宿文化賞授賞式

11月４日（土）10：00～ 12：00

シンポジウム

１日目　11月４日（土）13：00～ 17：00

２日目　11月５日（日）　９：00～ 15：30

● 岩宿フォーラム会場案内略図 ●

シンポジウム

『岩宿時代はどこまで遡れるか
－立川ローム層最下部の石器群－』

基 調 講 演　『旧石器時代の最古を考える

　　　　　　　　－ 「Ⅹ層」研究の意義 －』

講師 : 諏訪間 順 氏 (小田原市教育委員会 )

基 調 報 告　長野県 ( 須藤隆司氏 )，静岡県 ( 高尾好之氏 )，

相模野台地 ( 砂田佳弘氏･仲田大人氏 ),

武蔵野台地 1( 伊藤 健氏 )，武蔵野台地 2

( 中村真理氏 )，下総台地 ( 島立 桂氏 )，

北関東地方 ( 芹沢清八氏 )，岩宿時代Ⅰ期の

石器群 ( 小菅将夫 )

資料見学会　( ４日午後 3 時からを予定，

岩宿博物館企画展示室にて展示資料を特別観覧)

パネルディスカッション

◆ 立川ローム層最下部の石器群が多数発見された武蔵台遺跡の発掘調査 ◆

（写真提供：府中市郷土の森博物館）



　2006年度下半期の岩宿探検隊は、小学４年生以上を対象とした、土器づくり、しめかざりづくり、土鈴・土笛づくりのほか、

大人のみなさんにも体験学習に参加いただきたく「大人の土器づくり」メニューも用意しました。（参加費はかかりません）

10 月 14日（土）『土器づくり』
　山粘土と砂を配合した本格的な粘土をつかって、縄文土
器をつくります。
時間　９：30～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上（11月 12日の土器焼きにも参加できる人）

受付　９月 23日（土）から電話で受付

2006 下半期岩宿探検隊のご案内下半期岩宿探検隊のご案内● ●

11月12日（日）

『土器焼き』
　10 月 14 日につくった土
器を焼き上げます。その日に
参加できなかった人も、同日

開催される岩宿ムラ祭り収穫祭に参加して石器やまが玉を
つくろう。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿人の広場（雨天の際は中止。土器は後日焼き上げます）

12 月９日（土）『もちつき』
　お正月に向けて古代米入りのもちつきをします。古代米
は友の会のみなさんが栽培したものをつかいます。
時間　11：00～
会場　岩宿人の広場（雨天の場合、会場が変更になることがあります）

対象　どなたでもご自由にご参集ください。

12 月９日（土）『しめかざりづくり』
　ワラを綯

な

ってしめかざりをつくります。これでお正月の
準備もＯＫ。
時間　９：30～ 11：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上
受付　11 月 18日（土）から電話で受付

2007 年１月 13日（土）『大人のための土器づくり』
　山粘土と砂を配合し、遺跡から出土した土器をモデルに
実際の煮炊きにも耐える土器づくりを行います。
時間　10：00～ 15：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　中学生以上の大人
受付　12月16日（土）から電話・はがき・Ｅメール・ＦＡＸで受付

２月 10日（土）『土鈴・土笛づくり』
　土器づくり用の粘土で土鈴と土笛を作ります。できあがっ
た土鈴と土笛はきっと素朴な音色をしていることでしょう。

時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上（３月 25日の焼き上げにも参加できる人）

受付　１月 20日（土）から電話で受付

３月 25日（日）『土鈴・土笛焼き』
　２月 10日につくった土鈴・土笛を焼き上げます。その
日に参加できなかった人も，同日開催される岩宿ムラ祭り
に参加して石器やまが玉をつくろう。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿人の広場（雨天の際は中止。土器は後日焼き上げます）
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　芸術の秋をむかえ , 今年も常設展示室にてマンモスをバ

ックに華やかにサロンコンサートを開催いたします。

　コンサートは，中世ヨーロッパの王侯や貴族のサロンで

始まり，やがて市民社会になり一般の人たちが楽しむもの

になったといわれています。

　『岩宿博物館サロンコンサートシリーズ』は，ここまで

多くの音楽ファンや演奏者に支えられ12年目を迎え，こ

れまでに58回の演奏会を開催してきました。

 この秋もモーツアルト生誕250周年の企画など３回のコ

ンサートを開催します。これらは，音楽を楽しんでいただ

くほかに，より多くのみなさんに岩宿博物館を知っていた

だくことも大きなねらいです。そして，展示の場としての

博物館から，博物館のもつ生涯学習機関としての可能性を

広げていきたいとも考えています。

　現在においても，欧米では寺院や宮殿といった場が，し

ばしばコンサート会場に利用されています。岩宿博物館の

常設展示室は，天井までの高さによる音声の反響や，観客

の肌や衣服が音声を吸収することなどによって醸し出され

る音響効果が，寺院や宮殿のそれと同じ効果を持っている

といいます。

　マンモスをバックに楽しむクラシック音楽と，休憩時間

のワインやコーヒーなどでおしゃべりを楽しむサロンの雰

囲気とで，みなさんを魅了することでしょう。

　お気軽に音楽を楽しんでいただくとともに，ご来場をき

っかけに本館の博物館活動にも関心を向けていただければ

と思います。

９月30日（土）トリオコンサート
～ヨーロッパの風に乗せて～

　ピアニストの黒澤淳子さんと，群馬交響楽団ホルン奏者

の湯川研一さん，オーボエ奏者の前川光世さんによるトリ

オコンサート

曲目　ドビッシー作曲『月光』，サン・サーンス作曲『オ

ーボエソナタ』，モーツァルト作曲『ホルン協奏曲第3番』

ほか

10月 21日（土）モーツァルトとワインの旅
～モーツァルト生誕250周年記念企画～

　ヨーロッパ各国を旅したモーツァルトと，その土地のワ

インのお話を交えながらの演奏会です。このコンサートの

ために特別にご用意したワインもお楽しみいただけます。

曲目　『ピアノソナタ　Ｋ330』，『クラリネット協奏曲　

Ｋ622』，『コンサートアリアＫ420』，『オペラ　フィガ

ロの結婚』より「スザンナのアリア」，『ドン・ジョバンニ』

より二重奏「手を取り合って」ほか

11月 11日（土）中島一夫プロデュースの夕べ
　幅広いジャンルの音楽に造詣が深く，自らもベーシスト

として活躍する中島さんプロデュースの演奏会。前半はシ

ョパンのピアノ，また後半はビゼー作曲オペラ『カルメン』

からの抜粋による盛りだくさんの楽しい企画です。

曲目　ショパン作曲『スケルツォ第２番』，『バラード

第１部』，『協奏曲第３番　別れの曲』，『第 12 番　革

命』，ビゼー作曲『オペラ　カルメン』より抜粋，ほか

開 演　19:00（開場18時 30分）

定 員　150人（全席自由）

入場料　2,000円（博物館入館料，飲み物代を含む）

（２回通し￥3,500円／３回通し￥5,000円）

お申し込み・お問い合わせ

岩宿博物館（0277-76-1701）　　

９月 30 日（土）・10 月 21 日（土）・
11月 11日（土）

岩宿博物館常設展示室

● information ●

Salon Concert '06Salon Concert '06

◆ 昨年度のサロンコンサートから ◆

● information ●

5



岩宿ムラ祭り収穫祭
　秋の恒例行事となった『第５回 岩宿ムラ祭り収穫祭』が，

友の会の主催により，博物館東の岩宿人の広場にて開催さ

れます。収穫祭は今年から，みどり市産業祭（会場：ＪＡ

群馬みどり野菜集出荷所）に合わせて行われます。

　収穫祭は，友の会は４つのサークル（石器作り・土器づ

くり・古代料理研究会・民俗伝承研究会）による様々なア

トラクションにより，会場にお集まりのみなさんに楽しん

でもらおうというものです。ご家族おさそい合わせのうえ，

ぜひご参加ください。

日 時　11月 12日（日）10：00～ 14：00

会 場　岩宿人の広場（小雨決行）

主な内容（昨年度実施の内容から。都合により変更になることがあります）

　石器作りサークル

石器作り，弓矢とヤリ投げ大会，石器のナイフでサケの解体

　土器づくりサークル

土器の野焼き（*），勾玉づくり，火おこし

* 土器の野焼きは岩宿探検隊土器焼きと合わせて行われます。雨天中止。

　古代料理研究会

イノシシ鍋・アケビ茶・ドングリコーヒーの試食試飲，

サケのチャンチャン焼き

　民俗伝承研究会

古代米の脱穀・石臼で粉ひき

　古代の売店

お焼き，竹炭，土鈴，土笛など

（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，岩宿時代遺跡の宝庫，神奈川県相

模野台地の遺跡群と出土石器を見学します。相模野台地は

遺跡数が多いだけでなく，岩宿時代の研究に欠かすことの

できない調査成果が数多くあがっている場所でもあります。

日 時　10月 22日（日）7:00～ 19:00

場 所　神奈川県大和市月見野遺跡群・相模原市立博物館など

定 員　30人（先着順， 10 月６日（金）まで受け付けます）

参加費　一般2500円 ,　友の会会員2000円（保険料・

　　　　昼食代・有料道路使用料金・施設見学料等を含みます）

申し込み方法　氏名・住所・電話番号・生年月日・友の会

　　　　入会の有無を明記し，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

　　　　でも受付ます）。

岩宿ムラ祭り
会場

岩宿人の広場
岩
宿
博
物
館

笠懸保健センター

カタクリの湯

みどり市産業祭会場

ＪＡ群馬みどり
野菜集出荷所

ＧＳ

ＪＡ群馬みどり
本所

ＪＡグリーン

健康センター信号

鹿信号

博物館第１駐車場

博物館第3駐車場

博物館第２駐車場

岩宿ムラ祭り会場案内

岩宿ドーム

鹿の川沼

会期　2006年 12月３日（日）～2007年１月14日（日）

会場　岩宿博物館１階企画展示室

　岩宿博物館友の会は，この間，岩宿時代を学ぶ中で会員

相互の親睦を深めながら，博物館活動への支援を行うこと

を目的に発足し，今年で 14 年目を迎えました。この間，

石器作り・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の４

つのサークルがあいついで誕生し，体験学習や校外学習へ

の協力や，岩宿ムラのように博物館と地域社会との一体化

にむけての支援も博物館は受けています。

　これら４つのサークル活動が博物館と歩んだ成果を公開

する友の会展示が今年も開催されます。10回目となり展

示内容もいっそう充実したものとなりそうです。みなさん

のご来館を心からお待ちしております。

岩宿博物館友の会主催・共催行事のご案内

岩宿ムラ祭り収穫祭 第　回友の会展示10

岩宿時代遺跡の宝庫
相模野台地を訪ねて

史跡見学会

◆ 昨年の岩宿ムラ祭り収穫祭から～古代米の脱穀作業 ◆

◆ 昨年の友の会展示から～鹿田の伝説をさぐる ◆

 岩宿博物館・博物館友の会は，新しい友の会会員を募集しています。

お申し込み・お問い合わせは博物館まで

岩宿ムラ会場から

産業祭会場までは

およそ 400ｍ

徒歩５分くらいです
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大雄院前遺跡の発掘調査に参加して
　「桐生にいい岩宿時代の遺跡がある。いつか有志で掘っ

てみたい。」そんな話を先輩の研究者から聞いたのはいつ

頃だろうか。気が付けば，有志によって「北関東細石器研

究グループ」が発足し，発掘調査の計画も具体化されてい

た。私もその会に加わり発掘調査に参加した。私は岩宿時

代の石器を観察する機会はあったが，発掘調査の経験がほ

とんどなかったので，個人的には発掘作業の勉強の意味合

いも兼ねて参加した。

　試掘調査を始めた頃は春まだ遠く，遺跡の南の八王子丘

陵も冬枯れした状態だった。本調査が始まる頃には桜も散

り，八王子丘陵も新緑に包まれだしていた。毎週土日は朝

から夕方まで発掘作業，そして夜は石器の勉強会とミーテ

ィングが行われた。おかげで自宅の部屋は散らかり放題で，

机の傍には調査の参考に集めた本と埃が溜まっていった。

私は本業が事務仕事なので体力もなく，発掘経験も皆無に

等しかったので現場での写真撮影，図面作成の時はいつも

オロオロしていた。また，乾燥した赤土で手が荒れ放題だ

った。発掘終了後，家に帰る前に日帰り温泉に寄るのが楽

しみとなった。

　発掘現場では，毎回行くたびに会う顔もあれば，入れ替

わり立ち代り参加して帰る顔もあった。とにかく多くの人

が遺跡を訪れ発掘作業に参加していった。そんなところが

大雄院前遺跡発掘調査の「かたち」を物語るような気がす

る。多くの人たちの手による移植ゴテによって，遺跡のベ

ールが少しずつ剥がされていくような感じだった。

　新緑がどんどん濃くなり，突然の雷にも遭遇するように

なった頃，遺跡の発掘も終了した。試掘の時に栗か桃かと

議論した現場脇の大きな木がサクランボであることがわか

った。

　現在は遺物の整理作業をコツコツと続けているが，片手

間でやっているのでなかなか終わらない。分析の結果，ど

んな事がわかるか楽しみである。　　　　（阿久澤智和）

　去る２月 24日から５月 21日にかけ，桐生市大雄院前遺

跡において，北関東細石器研究会による発掘調査が行われた。

　大雄院前遺跡は，1996 年桐生市在住の新井進氏が採集し

た岩宿時代終末期の石器群が報告され（新井 2002）たこと

により多くの人の知るところとなった。その採集資料は，東

北日本の日本海側に産する硬質頁岩を石材とした荒屋型彫器

や細石核の作業面再生剥片など，いわゆる「北回りの細石刃

文化」に特徴的な石器群の典型的なものであった。そして，

学術的な発掘調査によって，遺跡の内容はもとより関東地方

における北回りの細石刃文化の伝播や定着の様相が明らかに

できるのではないかと期待が寄せられ，発掘調査に向けての

機運が高まっていった。

　そうしたなか，岩宿博物館を事務局とし，岩宿フォーラム

実行委員のみなさんを中心とした北関東細石器研究会が組織

され，明治大学大久保忠和考古学基金による研究助成を受け，

発掘調査にこぎ着けたものである。発掘調査は明治大学出身

者に限らず，他大学の出身者も多数参加し，出身校にとらわ

れない闊達な発掘調査になった。発掘調査の趣旨に賛同いた

だき，格別のご理解とご協力を賜った石関一一氏とご家族の

皆様に心から感謝申し上げたい。

　発掘調査では，300 点を超える石器群が１か所のブロッ

クをもって検出された。これまでのところ，硬質頁岩とチャ

ートの２つの石材を中心に用いた石器群であり，その内容は

細石核・細石刃・荒屋型彫器の刃部再生削片等が出土したこ

とがわかっている。残念なことに彫器等の出土はなかった。

これは耕作によりローム層上部まで攪乱を受け，遺物包含層

が相当消滅していたこととも関係するかもしれない。

　現在，資料の整理・研究中であり，詳細は別の機会に譲る

が，この調査において，岩宿博物館に大勢の仲間が集まり，

ともに汗した研究の成果を大切に公表していきたいと考えて

いる。

　この報告の後半には，研究会員でもあり岩宿博物館友の会

会員でもある阿久澤智和さんの発掘調査記を掲載する。合わ

せてお読みいただき，発掘調査の様子を少しでも感じていた

だけたら幸いである。　　（事務局　小菅将夫・萩谷千明）

調査略報 大雄院前遺跡の発掘調査

◆ 石器群の出土状況（円で囲んだ部分がブロックになりました）◆ ◆ 出土した石器群（右側が硬質頁岩製の石器，左がチャート製の石器）◆

背景の写真　【右上】細石核の発見者Ｙ氏　【左上】調査記念写真（５月３日）

【右中】ブロック内の石器群検出作業　【左中】調査終了後の勉強会（５月３日）

【右下】雨天でも活躍したフルイ作業　【左下】勉強会の後は伝統芸能の継承

細石刃

細石刃

細石核

剥片剥片
彫器刃部再生削片
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Schedule 催し物chedule 2006 年９月～12月2006 年９月～12月

◇　　　　　　　　のご案内◇

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

2006年 ８ 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27日～1月5日）
岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Cons i d e r i n g  J a p an ,  whe r e  o u r  h i s t o r y  b egan .

〒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

URL  http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/
E-メール： iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp

48

岩宿博物館

編集・発行

みどり市バス《桐原阿左美線》

赤城駅からおよそ 12分

ご利用の場合

岩宿駅北口からおよそ７分
《岩宿博物館・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

３日（日）　岩宿大学第３講　13：30～（会場：体験学習室）

『縄文時代の社会を復原する』

講師：高橋龍三郎氏（早稲田大学）

定員70人（先着順・随時受付）　受講料1000円（単独受講の場合）

９日（土）　岩宿探検隊『まが玉づくり』（会場：体験学習室）

18日（月）　夏休み子供向け展示『岩宿人のくらしをさぐる』最終日

23日（土）　岩宿探検隊『土器作り』受付開始

30日（土）　サロンコンサート『音楽とスイーツのひと時』

19：00～（会場：常設展示室）

７日（土）　第42回企画展『岩宿時代はどこまで遡れるか』開催

展示解説会（14：00～：企画展示室）

８日（日）　第42回企画展解説講座　10：30～　（会場：体験学習室）

『岩宿時代の始まりはどんな時期か』

講師：仲田大人氏（青山学院大学）

定員：70人（先着順・随時受付）※受講代はかかりません

岩宿大学第４講　13：30～（会場：体験学習室）

『日本の旧石器時代の起源を探る』

講師：諏訪間順氏（小田原市教育委員会）

定員70人（先着順・随時受付）　受講料1000円（単独受講の場合）

※解説講座と同日開催ですが、受講料がかかります。

ご注意ください。

14 日（土）　岩宿探検隊『土器作り』９：30～　（会場：体験学習室）

21 日（土）　企画展展示解説会　14：00～（会場：企画展示室）

サロンコンサート『モーツァルトとワインの旅』

19：00～（常設展示室）

22 日（日）　史跡見学会『岩宿時代遺跡の宝庫 相模野台地の遺跡

　　　　　　 群を訪ねて』

28 日（土）　企画展展示解説会　14：00～（会場：企画展示室）

４日（土）　岩宿フォーラム（１日目）　10：00～（会場：笠懸公民館）

５日（日）　岩宿フォーラム（２日目）９：00～（会場：笠懸公民館）

11 日（土）　サロンコンサート『ショパン 華麗なる調べ』

19：00～（会場：常設展示室）

12日（日）　岩宿ムラ祭り収穫祭　10：00～14：00（会場：岩宿人の広場）

※ご自由にご参加ください

岩宿探検隊『土器焼き』10：00～ 12：00

※岩宿ムラ祭りと同会場で同時開催

18 日（土）　岩宿探検隊『しめかざりづくり』受付開始

企画展展示解説会　14：00～　（会場：企画展示室）

25 日（土）　企画展展示解説会　14：00～　（会場：企画展示室）

26 日（日）　第42回企画展『岩宿時代はどこまで遡れるか』最終日

３日（日）　岩宿大学第５講　13：30～　( 会場：体験学習室）

『縄文から弥生へ』

講師：石川日出志氏（明治大学）

定員70人（先着順・随時受付）　受講料1000円（単独受講の場合）

９日（土）　岩宿探検隊『しめかざりづくり・餅つき』

①しめかざりづくり　９：30～ (会場：体験学習室 )

定員制（※ページの記事を参照）

②餅つき　11：30～（会場：岩宿人の広場）　

※ご自由にご参加ください

16 日（土）　岩宿探検隊『土器作り（成人向け）』受付開始

20 日（水）　岩宿時代通信『Ｏｒｉｇｉｎ』49号刊行予定

27 日（水）～ 2007 年１月５日（金）　年末年始休館日

※　１月 29日から開催される郷土史講座は，現在講義の内容につい

て検討中です。募集案内等の詳細は次号にて掲載いたしますが，11

月以降，ホームページ上等にも掲載いたしますのでご参照ください。

９月

10月

11月

12月


