
anniversary

群馬県のマスコット 「ぐんまちゃん」
29-101052

行事案内 発掘情報館　利用案内

問い合わせ先・申し込み先

■調査遺跡発表会
♦期日／後日ホームページなどでお知らせします。
♦場所／長野原町住民総合センター
　　　　 　または、山村開発センター
♦予約／不要　　　　
♦入場無料　
♦資料代／実費
♦定員／未定　　
♦内容／ 「八ッ場ダム関連の発掘調査成果」

■公開考古学講座
♦期日／平成３１年２月２３日（土）　
♦講師／井上洋一先生（東京国立博物館副館長）
♦演題／ 「東京国立博物館と群馬県出土遺物」
♦会場／前橋テルサ　ホール
♦予約／不要　　　
♦入場無料　
♦資料代／実費
♦定員／５００名

■創立４０周年記念展示
♦期日／７月１５日(日) ～９月３０日（日）
♦場所／群馬県埋蔵文化財調査センター
　　　　　 発掘情報館２階資料展示室
♦入場無料　
♦内容／ 「金井東裏遺跡」展
　　　　　　『甲を着た古墳人の世界を探る』

■春の勾玉まつり
♦期日／３月下旬～４月初旬
♦時間／９：００～１７：００。
　　　　　 受付は１５：００まで。
♦場所／発掘情報館体験学習室
♦費用／材料費が必要です。
♦参加／事前申し込みは不要です。
※詳細は後日ホームページなどでお知らせ
します。 　

■利用できる施設

　 図書室 ・ 資料展示室 ・ 体験学習室 ・ 遺跡情報室 ・ 収蔵展示室。

 　　　※ 7/22 ㈰ .29 ㈰　8/5 ㈰ .12 ㈰ .19 ㈰ .26 ㈰は図書室を休室します。

■体験学習のメニュー

　 土器づくりや勾玉づくりなどの古代体験ができます。

　 それぞれの体験学習には、 材料費が必要です。

■開 館 日／日曜日から金曜日

■開館時間／午前９時から午後５時まで 

　　　　　　　　　（入館は午後４時３０分まで）

　　　　　　　　　（体験学習の受付は、 午後３時まで）

■休 館 日／土曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始 ・ 年度末年度始の定める日　

　　　　　　 　 　祝日と日曜日が重なる場合は開館、翌日休館となります。

■入 館／無料

■交 通／◎関越交通バス 

　　　　　　　　　前橋駅北口発ー県立小児医療センター下車、 徒歩２分

　　　　　　　　　又は、 前橋駅⇔渋川駅　木曽神社入口下車、 徒歩２０分

　　　　　　　　　◎車の場合 （敷地内に駐車場があります）

　　　　　　　　　前橋から旧１７号線下箱田信号右折、 県立小児医療

　　　　　　　　　センター方面へ２分

〒 377-8555　群馬県渋川市北橘町下箱田 784-2

公益財団法人  群馬県埋蔵文化財調査事業団　

普及課　☎ 0279-52-2513　FAX 0279-52-2904

群馬県埋蔵文化財調査センター

発掘情報館

公益財団法人　群馬県埋蔵文化財調査事業団
http://www.gunmaibun.org/

ＣＡＬＥＮＤＡＲ　　２０１８

出前講座

「甲
よろい

を着た古墳人」

　県内の遺跡や埋蔵文化財の話を出前します。

　　　♦詳しくは、普及課にご相談下さい。

　渋川市金井東裏遺跡・金井下新田遺跡

の最新情報は、 ホームページで発信して

います。 　また、発掘情報館では、レプリ

カやジオラマの展示をしています。

平成３０年４月

▼

平成３１年３月

事業団ＨＰ



　今年度は、下記の講師による講演です。いずれも最新の発掘成果や
研究成果を元にした講演です。ぜひともご期待ください。

■第１回　　６月１０日（日） 関　邦一（当事業団職員）

　　「保存科学の世界　－腐食を止める－」
♦出土遺物の中には、 地中で一定条件を満たしていたために、 腐食を免れその姿を保ってきた

遺物があります。こうした遺物を常温下で保管・活用するための保存処理技術、文化財の知られ

ざる一面をご紹介いたします。

■第２回　　７月８（日） 松田　猛（上野三碑世界記憶遺産登録推進協議会）

　　「世界の記憶　上野三碑　－多胡郡に住んだ人々－」
♦上野三碑のひとつとして、 ユネスコの「世界の記憶」に登録された「多胡碑」。その碑文に記さ

れた「多胡郡」建郡とその背景について、 多胡碑記念館より専門講師を招きお話し願います。知

られざる多胡碑のエピソードが聞けるかも知れません。

■第３回　　９月９日（日） 飯森康広（当事業団職員）

　　「これから中世城館をどう考えるか　－戦と城館のあり方をめぐって－」
♦県内の中世城郭を紹介すると共に、 新聞でも報じられました碓氷峠で発見された陣城(じんし

ろ)跡は、 戦国末に真田氏武将の率いる豊臣軍が松井田城を攻めた際に築かれた幻の「定光

城」跡か？　発見者自ら語っていただきます。

■第４回　　１２月９日（日） 洞口正史（当事業団職員）

　　「古代人の「食」を追う」
♦形として残らず、 文献資料にも記されていない古代の庶民の食文化を、 調理具や調理施設に

僅かに残された痕跡から、調理具の使用法や古代の食文化を探ります。

■第５回　　１月２０日（日） 岩崎泰一（当事業団職員）

　　「下触牛伏遺跡の環状ブロック群を考える」
♦発見より３４年、旧石器時代の石器製作跡として未だに注目される下触牛伏遺跡について、調

査担当者が新たな視点で解析し、その成果を語ります。

■第６回　　３月１０日（日） 川口　亮（県教育委員会文化財保護課）

　　「ぐんま古墳探訪　－古墳の歩き方－」
♦平成24年から実施された群馬県古墳総合調査により、 その総数は13,249基以上に上ることが

判明しました。講座では群馬県内の古墳を紹介するとともに、古墳巡りをする際のポイントなどを

解りやすく解説します。

大人のための冬の古代体験教室

　土器づくりや勾玉づくりなどの古代体験にチャレンジ。夏休みの宿題や自由研
究もこれでだいじょうぶ。みんなで一緒に体験するのも、きっと楽しいよ。
　
　♦期間：７月２０日(金) ～８月２６日(日)　　山の日・土曜日は休館
　♦時間：９：００～１７：００（体験の受付は、１５: ００まで）
　♦場所：発掘情報館
　♦費用：体験学習には、３００円程度の材料費がかかります。
　♦参加：事前の申し込みは、不要です。

　　縄文土器を学びながら製作し、焼成します。 　　　
　♦期間：縄文土器製作/ １０月１日(月) ～１０月３１日(水)　９：００～１７：００
　　　　　  野焼き体験/ １２月２日(日)　９：００～１５：００　
　♦場所：発掘情報館
　♦費用：粘土代など実費負担
　♦定員：１０名程度
　♦受付：９月３日(月)から。直接または電話。先着順。

県民向けの古代体験教室です。本格的な古代体験をお楽しみください。トンボ
玉づくり、銅鏡レプリカづくり、あんぎん編みなど日替わりメニューで行います。

　♦期間：１２月～３月の火曜日と木曜日
　♦時間：１０：００～１５：００
　♦費用：体験に必要な費用を負担していただきます。
　♦定員：体験内容により異なります。
　♦場所：発掘情報館体験学習室

みんなのハニワコンクール

夏休み親子宿題教室

縄文土器をつくる・焼く（野焼き体験）

受講希望者は往復ハガキに

て事前申込をお願いします。

定員に達した時点で、 受付

を終了いたします。

その他 ： 詳しいことは８月

下旬、 ホームページなど

でお知らせいたします。

参加 ： 詳しくは１１月上

旬に電話でお問い合わ

せください。 ホームペー

ジでもご案内します。

　第１期／甲を着た古墳人の武器・武具

♦期間／５月２０日(日) ～９月３０日(日)

♦保存処理を終え初公開となる、 金井東裏遺跡出土の甲を着た古墳人が着装していた

「小札甲」や、所持していた鹿角が装着された「鉾」などを一堂に展示します。

♦ギャラリートーク　７月１日（日） 杉山秀宏（当事業団職員）

　第２期／出土遺物に見る古代人の顔

♦期間／１０月７日(日) ～１２月２３日(日)　

♦土偶や埴輪、人形土器などに表現された古代人の「顔」。一見、素描に思える表情や髪

型なども視点を変え細かに観察すると、 その特徴をよく表していることに気づきます。出

土資料の中から「顔」を集めて展示します。

♦ギャラリートーク　１０月２８日（日） 大木紳一郎（当事業団職員）

　第３期／古代の装身具

♦期間／１月１３日(日) ～５月１２日(日)

♦高価な素材にきめ細やかな細工、装着部位なども現代アクセサリーに共通する部分も

多く、また、その目的も「装い」だけではなく「富」として、「願い」や「まじない」を込めて・・・。

保管資料の中から優品を一堂に展示いたします。

♦ギャラリートーク　２月３日（日） 松村和男（当事業団職員）

[展示]♦場所：発掘情報館資料展示室

　　　　♦時間：９：００～１７：００（入場は１６：３０）

[ギャラリートーク]最新情報展の展示解説を兼ねた県民向け講演会です。

　　　　♦対象：高校生以上

　　　　♦内容：展示した遺物の研究成果をわかりやすく解説します。

　　　　♦時間：１３：００～１５：００　　

　　　　♦費用：無料　　　　

　　　　♦定員：１００名（当日受付で先着順）

　　　　♦参加：事前の申し込みは不要です。

埋蔵文化財講座　「ぐんま発掘玉手箱シリーズ５」 最新情報展

注目された遺物や研究成果を展示と講演会でおとどけします。

　夏休み親子宿題教室の企画として、ハニワコンクールを行います。
　♦期間：７月２０日(金) ～８月２６日(日)に作品を募集します。
　♦展示：９月１４日(金) ～９月２３日(日) ９：００～１７：００
　♦表彰式：９月２３日(日)
　♦対象：中学生以下の児童・生徒

♦対象：高校生以上 　

♦時間：１３：００～１５：００

♦開場：１２：００

♦定員：１２０名

♦費用：２，０００円(全６回)

♦場所：発掘情報館研修室

♦対　象 ： 小学生以上 （１～３年生は、 保護者同伴）
♦時　間 ： ９ ： ００～１７ ： ００。 受付は１５ ： ００まで。
♦場　所 ： 発掘情報館体験学習室
♦費　用 ： 材料費が必要です。
♦参　加 ： 事前申し込みは不要です。 　

○縄文土器づくり
　 ビデオによるわかりやすい解説の後に、粘土で土器をつくります。
　 埴輪や土偶、 土鈴、 土笛、 耳飾りを作ることもできます。

発掘情報館の体験学習メニュー 　 材料費 ： 粘土１kg ２５０円、 連絡用の葉書代　　　　時間 ： ２時間以上
　 注意 ： 作品は乾燥してから焼き上げるため１ヶ月程度お預かりします。

○勾玉づくり
　 ビデオによるわかりやすい解説の後に、 滑石 ( かっせき ) で勾玉をつくります。
　 材料費 ： １セット２１０円　　　　時間 ： １時間３０分以上

○縄文アクセサリーづくり
　 滑石をつかって耳飾りや首飾りをつくります。 縄文人のファッションを参考に、 自分
　 のアクセサリーを作りましょう。
　 材料費 ： １セット２１０円　　　　時間 ： １時間３０分以上

○カラー粘土の勾玉づくり
　 カラー粘土 ( オーブン粘土 ) で勾玉などのアクセサリーを作ります。 オー　 
　 ブンで２０分焼くと固まり、 持ち帰れます。
　 材料費 ： １セット２５０円　　　　時間 ： １時間３０分以上

○楽らく勾玉づくり
　 紙やすりで仕上げる簡単な勾玉づくりです。
　 材料費 ： １セット２６０円　　　　時間 ： １時間程度

　 都合により各行事及び講座の期日・時間・内容を変更することがあります。
　 ご確認の上、 お申し込み下さい。

発掘情報館カレンダー ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

創立40周年記念展示

夏休み親子宿題教室

調 査 遺 跡 発 表 会
　　

公 開 考 古 学 講 座  

最新情報展及び講演会

埋 蔵 文 化 財 講 座 第１回 6/10(日) 第2回 7/8(日) 第3回 9/9(日) 第4回 12/9(日) 第5回 1/20(日) 第6回 3/10(日)

第1期　甲を着た古墳人の武器・武具

ギャラリートーク 7/1(日) ギャラリートーク 10/28(日) ギャラリートーク 2/3(日)

第2期　出土遺物に見る古代人の顔

金井東裏遺跡展

八ッ場ダム関連の発掘調査成果

第3期　古代の装身具

2/23(土)前橋テルサホール

一万年つづく粉食文化

8/26(日)

9/30(日)

7/20(金)

7/15(日)


