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宮城県遺跡調査成果発表会のお知らせ

今年度の遺跡調査成果発表会は東北歴史博物館において下記のとおり開催します。県内各地におけ
る遺跡の調査成果が一堂に会する機会ですので、ぜひご参加ください。
なお、会員以外の方の参加も歓迎しますので、お誘いあわせのうえおいで下さいますようご案内い
たします。
主催：宮城県考古学会
共催：宮城県教育委員会・宮城県史跡整備市町村協議会

●日 時：平成

18 年 12 月 10 日（日）

午前 10 時～午後４時 30 分
※受付開始は午前９時 30 分～

●会 場：東北歴史博物館
宮城県多賀城市高崎一丁目 22－１
●参加費：無料（資料頒布希望の場合は、頒布料 1,000 円）
●懇親会：発表会終了後、ホテルキャッスルプラザ多賀城において懇親会を予定しています。奮っ
てご参加ください。
◇会費：一般 5,000 円、学生 3,000 円の予定。
◇申し込み先：
宮城県考古学会 企画幹事会

代表 長島榮一

※個人情報につき連絡先削除
◇締切：平成 18 年 12 月６日（水）
※昼食は準備いたしません。お近くの食堂等をご利用ください。

遺跡調査成果発表会スケジュール
〔開会行事〕10:00～10:10
●開会宣言
●主催者あいさつ
宮城県考古学会会長 進藤秋輝
〔発
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10:10～16:30

10:10～10:35
10:35～11:00
11:00～11:35
11:35～12:00

青葉山遺跡（旧石器） 東北大学埋文調査室
賀篭沢遺跡（旧石器） 東北学院大学佐川ゼミナール
富沢駅周辺遺跡群（縄文・古墳・古代） 仙台市教育委員会
大年寺山横穴墓群（古墳） 仙台市教育委員会
昼食・休憩
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13:00～13:25
13:25～13:50
13:50～14:15
14:15～14:50

木戸窯跡（古代） 多賀城跡調査研究所
市川橋遺跡（古代） 宮城県教育委員会
多賀城跡（古代） 多賀城跡調査研究所
壇の越遺跡（古代） 宮城県教育委員会・加美町教育委員会
休憩

９ 15:05～15:30 与兵衛沼窯跡（古代） 仙台市教育委員会
10 15:30～15:55 三玉城跡（中世） 栗原市教育委員会
11 15:55～16:30 仙台城跡（近世） 仙台市教育委員会
〔閉会行事〕16:30～16:40
●閉会あいさつ
●閉会宣言

〔資料発表〕11 件
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薬莱原遺跡
六角遺跡
鴻ノ巣遺跡
高崎遺跡
早風遺跡など
陸奥国分寺跡
郡山・長町駅東遺跡
南小林遺跡
新田遺跡
三十三間堂遺跡
仰ケ返り地蔵前遺跡

加美町教育委員会
蔵王町教育委員会
仙台市教育委員会
多賀城市教育委員会
宮城県教育委員会
仙台市教育委員会
仙台市教育委員会
大崎市教育委員会
大崎市教育委員会
亘理町教育委員会
東北学院大学佐川ゼミナール

博物館等イベント情報
東北歴史博物館
特別展「とつげき！おもしろ博物館」〜むかしのくらしをたんけんしよう〜
期間：後期展示 平成 18 年 12 月１日（金）～平成 19 年２月４日（日）
ギャラリートーク（考古学関連のみ）
11 月 29 日（水）
「穴をあけた土器のはなし」
（渡邊直樹）
12 月６日（水）「米作りの道具」
（山田晃弘）
12 月 13 日（水）
「縄文人のおしゃれ―櫛―」
（手塚均）
＊いずれも午後２時から総合展示室他で行われます。
問合せ先：東北歴史博物館 TEL:022-368-0106（問合せ専用電話）

仙台市博物館
企画展「江戸時代の知恵とわざ−教える・学ぶ・伝える−」
期間：平成 18 年 12 月 24 日（日）まで
常設展ギャラリートーク 総合展示室Ⅰ
12 月 16 日（土）午後１時 30 分～午後２時「土偶のはなし」
問合せ先：情報資料センター
TEL：022-225-3074 FAX：022-225-2558

仙台市縄文の森広場
「縄文人の造形力−仙台の土偶」
期間：平成 18 年 12 月 17 日（日）まで

地底の森ミュージアム
企画展「原始モードコレクション−髪形・衣装文化の復元に挑む」
期間：平成 18 年 12 月 10 日（日）まで

多賀城市埋蔵文化財調査センター
第 20 回企画展「大宰府と多賀城―西と東の古代都市―」
期間：平成 19 年１月 14 日（日）まで
記念講演会「古代都市発掘―大宰府・多賀城発掘調査最前線―」
日時：平成 18 年 12 月９日（土）午後１時 30 分～
講師：山村信榮氏（大宰府市教育委員会）・多賀城市埋蔵文化財調査センター 職員
問合せ先：多賀城市埋蔵文化財センター 調査係担当：鈴木、石川
TEL：022 -368 -0134 FAX：022 -368 -0132

宮城県内の発掘調査情報
市町村名
大崎市
東松島市

遺跡名
南小林遺跡
赤井遺跡

所在地
大崎市古川小林
東松島市矢本赤井

調査期間
～11 月下旬
～12 月下旬

調査主体
大崎市教委
東矢本市教委

時代
古代
古代

会誌『宮城考古学』第９号に投稿ください
宮城県考古学会会誌『宮城考古学』第９号の原稿を募集します。会員の皆様の積極的な投稿をお願
いします。詳細は『宮城考古学』第８号または「宮城県考古学会ホームページ」ＵＲＬ
http://www.k5.dion.ne.jp/̃mkouko/ に掲載しておりますのでご参照下さい。
投稿される方は平成 18 年 11 月 30 日までに会誌幹事会に概要をお知らせください。原稿締切は平成
19 年１月 31 日です。
問い合わせ先：会誌幹事会 代表 大和幸生 ※個人情報につき連絡先削除

総務幹事会からのお知らせ
２００６年度会費未納の会員の皆様、会費を早期に納入願います。２００５年度以前の会費が未納の会員
の方に対しましては、会費納入を確認次第、会誌８号をお送りいたします。ご理解とご協力のほど、よろし
くお願いいたします。
また、住所・電話番号(FAX・E-mail）・勤務先(所属校)などに変更がございましたら、事務局までご連絡
願います。
連絡先：総務幹事会 代表 佐川正敏
〒980－8511 仙台市青葉区土樋一丁目３番１号 東北学院大学文学部佐川研究室 宛
TEL：022-721-3245 FAX：022-264-6530

宮城県考古学会入会案内
当学会では、考古学や歴史を学んでいる方、興味関心がある方など会員を随時募集しています。入会申し
込みは、氏名（フリガナ）・郵便番号・住所・電話番号（FAX、E-mail）、勤務先（学校名）の連絡先を明記
の上、年会費（4,000 円・学生等 2,500 円）を郵便振替にてお送りください。なお、通信欄には必ず「入会」
とお書きください。
郵便振替口座

０２２１０－１－４１７９２

宮城県考古学会

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！
次回の連絡紙（第 37 号）は平成 19 年３月下旬発行の予定です。考古学に関する情報や寄稿、会員通信に
も役立ててもらいたいと思います。また、連絡紙の内容や取り上げて欲しいこと、提言などご意見ご要望も
お待ちしております。
概ね３月上旬頃までにお知らせいただければ掲載可能です。郵便または FAX、E-mail で下記までお願いし
ます。
連絡先：連絡紙幹事会 代表 茂木好光
※個人情報につき連絡先削除
E-mail miyagikouko＠hotmail.co.jp（宮城県考古学会）

