宮城県考古学会連絡紙
第４５号
２００９年３月３１日発行
事務局

平成２１年度

〒980−8511 仙台市青葉区土樋一丁目３−１
東北学院大学文学部歴史学科 佐川研究室気付

宮城県考古学会総会・研究発表会

平成２１年度の宮城県考古学会総会・研究発表会は、東北歴史博物館で下記のとおり開催します。
特に午後の研究発表では、特別発表、特集「７世紀の集落遺跡」を予定しておりますので、ぜひご
参加下さい。研究発表は会員以外の方も参加できますので、お誘いあわせの上ご来場下さいますよ
うご案内申し上げます。
なお、ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。
○主

催：

宮城県考古学会

○共

催：

宮城県教育委員会、多賀城市教育委員会

○日

時：

平成２１年５月１７日（日）
午前１１時〜午後５時（１０時３０分受付開始）
午前１１時〜１２時
総
会
午後 １時〜 ４時３０分
研究発表会

★特別発表
➀「発掘調査における資格制度の導入について」辻秀人 13：05〜13：35
➁「6.14 宮城・岩手内陸地震による文化財被災状況」大場亜弥・安達訓仁
★特集「7 世紀の集落遺跡」
①「十郎田・窪田遺跡」蔵王町教育委員会
14：00〜14：30
②「長町駅東・西台畑遺跡」仙台市教育委員会 14：30〜15：00
③「市川橋遺跡」宮城県教育委員会
15：15〜15：45
④ 質疑・討論
15：45〜16：30
○会

場：

○参加費：

東北歴史博物館

３階講堂（多賀城市高崎一丁目 22−１）

無 料

○懇親会
会 場: キャッスルプラザ多賀城

開始時間:午後５時３０分〜

※懇親会参加申込と問合せについては、下記までご連絡をお願いします。
連絡先：企画幹事会 代表 芳賀英実
ͤಶேሗࡘࡁ㐃⤡ඛ๐㝖

13：35〜14：00

講演会報告
日本考古学協会設立 60 周年記念・仙台市富沢遺跡旧石器発見 20 周年記念講演会

氷河期の森からのメッセージ
日本考古学協会は本年度に設立 60 周年を迎えたことから、その記念事業として全国５会場で各地
域のテーマごとに講演会を開催しました。仙台会場では 2009 年２月 15 日(日)、仙台市博物館におい
て仙台市富沢遺跡の旧石器発見 20 周年を記念して「氷河期の森からのメッセージ」をテーマに以下
のような講演会が行われました。この講演会には当学会も共催として全面的に協力しました。
１．「『地底の森ミュージアム』の開館と普及活動について」
木村 浩二（仙台市富沢遺跡保存館学芸室長）
２．「復元された東北地方の最終氷期の森とその変遷」
鈴木 三男（東北大学学術資源研究公開センター）
３．「遺跡内の遺物分布から旧石器人の活動を探る−考古学と民族学の接点−」
阿子島 香（東北大学大学院文学研究科教授）
４．「酸素同位体ステージ３の考古学−旧石器時代研究の進捗のために−」
小野 昭（首都大学東京大学大学院人文科学科教授）

各氏の講演後、富沢遺跡や旧石器人の生活と環境をめぐる問題、あるいは今後の旧石器時代研究
の方法などについて討議が行われ、また、熱心に耳を傾けていた約 180 名の市民や会員の中からも
これらに対して質疑や意見が出されました。多くの皆さんに富沢遺跡の重要性を改めて認識してい
ただくよい機会になりました。

博物館等イベント情報
○東北歴史博物館

多賀城市高崎一丁目 22−１

Tel 022-368-0101

▼特別展 「みやぎの昔々―地中からのメッセージ」
期間：４月２５日（土）〜６月７日（日）
旧石器時代 賀篭沢遺跡・薬莱原 No.15 遺跡ほか
縄 文 時 代 嘉倉貝塚・鞘堂山遺跡・里浜貝塚ほか
弥 生 時 代 高田Ｂ遺跡・鍛冶沢遺跡ほか
古 墳 時 代 原遺跡・沼向遺跡・鴻ノ巣遺跡ほか
古
代 矢本横穴墓群・市川橋遺跡・硯沢窯跡ほか
中
世 洞ノ口遺跡・郷主内遺跡・町頭塚ほか
近
世 仙台城跡・若林城跡・大崎焼窯跡ほか
● 講演会「宮城の考古学この１０年」
日時：平成２１年５月１０日(日) 午後１時３０分〜３時
講師:辻 秀人 氏(東北学院大学教授)
場所:３階講堂
＊聴講無料(事前申込不要)
● 同時開催・平成２０年度 宮城の発掘調査パネル展
▼テーマ展示室２「骨角器の世界」（〜１０/４）
東松島市里浜貝塚や気仙沼市田柄貝塚出土の国重要文化財指定骨角牙製品を展示。
▼館長講座
４月 18 日(土)、５月２日(土)、５月 16 日(土)、６月６日(土)、６月 20 日(土)、７月４日(土)、
７月 18 日(土) 各回とも内容未定 ４月以降にホームページにて発表予定

○仙台市地底の森ミュージアム

仙台市太白区長町南 4-3-1

Tel

022-246-9153

▼第４９回企画展 「富沢あたりの今・昔〜地底の森周辺の移りかわり〜」
期間：４月１７日（金）〜６月１４日（日）

○仙台市博物館

仙台市青葉区川内 26

Tel

022-225-3074

▼特別展 「朝鮮王朝の絵画と日本〜宗達、大雅、若冲も学んだ隣国の美〜」
期間：４月１７日（金）〜５月２４日（日）
▼特別展 「チュニジア世界遺産 古代カルタゴとローマ展〜きらめく地中海の至宝〜」
期間：６月１２日（金）〜８月１６日（日）

○宮城県教育庁文化財保護課
▼平成 20 年度 宮城の発掘調査パネル展
期間：３月３０日（月）〜４月１０⽇（⾦）※⼟⽇閉庁⽇は除く
場所 県庁１階ロビー東西壁面
紹介遺跡：大久保遺跡（栗原市）、北小松遺跡(大崎市)、下ノ内遺跡（仙台市）
、砂押古墳（仙台市）
、
多賀城跡（多賀城市）
、市川橋遺跡(多賀城市)、矢本横穴墓群、赤井遺跡（東松島市）
、
十郎田・窪田遺跡（蔵王町）
、六反田遺跡・大野田古墳群（仙台市）、三十三間堂官衙遺跡（亘理町）
、
硯沢窯跡（利府町）、石森館跡（登米市）
、若林城跡(仙台市)、奥州街道・一里塚(大衡村)

○多賀城市埋蔵文化財調査センター

多賀城市中央二丁目 27−１

Tel 022-368-0134

▼収蔵資料展（平成１５〜２０年度寄贈資料）
市民から寄贈された考古・民俗資料のうち、平成 15 年度以降に収蔵したものを一般公開していま
す（砂押川改修の際に発見された土器など）。
期間：３月３日（火）〜５月１７日（日）

○山元町歴史民俗資料館

亘理郡山元町浅生原字日向 13−５

Tel 0223-37-0040

▼第６０回企画展「大條孫三郎道徳と伊達宗亮−幕末を生きた仙台藩士の生涯−」
期間：３月１日（日）〜５月６日（水）

○奥松島縄文村歴史資料館

東松島市宮戸字里 81−18

Tel 0225-88-3927

▼リニューアルオープン 企画展「縄文人のわざとこころ」
期間：３月２９日（日）〜５月２４日（日）

研究部会の動向
○古墳古代研究部会
★第１回 蔵王町出土遺物検討会（蔵王町教育委員会と共同主催）
テーマ 円田盆地周辺の７〜８世紀の土器
日時：４月２５日（土）１３：００〜１６：００
会場：蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）研修室
対象：考古学研究者および文化財担当者（一般町民等の見学は自由）
内容：蔵王町十郎田遺跡(H19・20)、窪田遺跡(H20)、戸ノ内遺跡(H19)、六角遺跡(H18)、
都遺跡(H15)、堀の内遺跡(H8) 出土遺物

訃

報

本会会員 熊谷信一氏（加美町文化振興課主幹兼係長）が平成２０年７月９日に急逝
（５２歳）されました。熊谷さんは仙台市、七ヶ浜町、小野田町、加美町の遺跡調査・
文化財行政にご尽力されました。
ここに、ご生前のお人柄を偲びつつ、心から哀悼の意を表します。

役員会・幹事会の動向
２月２８日（土）に東北学院大学考古学実習室において、役員会が開催され平成 21 年度の総会と
研究発表会の内容について話されました。とくに研究発表会については、例年通りの個別の研究発
表ではなく、特別発表として考古学を取り巻く社会情勢との関連から 2 件と、テーマを設け特集を
組むことなどで開催することが了承されました。役員は年度末を迎える中で、準備に励んでおりま
す。当日、多くの会員が出席され、盛会になりますようお願い申し上げます。

総務幹事会からのお知らせ
２００８年度会費未納の会員の皆様、会費を早期に納入願います。２００７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１０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、勤務先等変更がございましたら下記事務局
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３−１ 東北学院大学文学部佐川研究室
Tel 022-721-3245 FAX 022-264-6530
E-mail miyagikouko@hotmail.co.jp（宮城県考古学会）

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

ホームページについて
当学会では、発掘調査・研究会に関する情報等を下記ホームページにて掲載しておりますのでご
覧ください。また、お手元に発掘調査・研究会等の情報がありましたら、メール等にて気軽にお寄
せください。ただし、図・写真や個人情報等につきましては、著作権・免責事項の関係で掲載でき
ない場合もありますのでご注意ください。
「宮城県考古学会ホームページ」

URL http://www.k5.dion.ne.jp/~mkouko/
Ｅ-mail miyagikouko@hotmail.co.jp

情報・寄稿等をお寄せ下さい！！
次回の連絡紙（第４６号）は平成２１年７月下旬に発行の予定です。考古学に関する情報や寄稿、会
員通信にも連絡紙を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
言等ご意見ご要望もお待ちしております。概ね平成２１年６月上旬頃までにお知らせいただければ掲載
可能です。郵送または 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
ͤಶேሗࡘࡁ㐃⤡ඛ๐㝖

E-mail miyagikouko@hotmail.co.jp（宮城県考古学会）

