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懇親・交流会連絡先：
宮城県考古学会 企画幹事会 福山宗志

２０１３年度 宮城県考古学会総会・研究発表会
平成 25 年度宮城県考古学会総会、特集講演・研究発表会は、
下記の日程・テーマで開催されます。
主催：宮城県考古学会
共催：宮城県教育委員会（予定）、多賀城市教育委員会（予定）
★日時： 平成 25 年 5 月 19 日（日） １０：００～１６：４５
★会場：東北歴史博物館３階講堂
多賀城市高崎一丁目２２－１
JR 東北本線国府多賀城駅下車徒歩すぐ
【総会】 １０：００〜１１：００
★参加費： 参加費無料、資料代３００円
★日程：
受付 ９：３０～
【総会】 １０：００～１１：００ (宮城県考古学会会対象)
【特集】 １０：００～１４：４０ (以降、一般の方の参加歓迎)
テーマ：『東日本大震災から復興に向けて』
１１：００～１１：１０ 趣旨説明・講師紹介
１１：１０～１１：４０ 鹿又喜隆 「雲仙・普賢岳噴火災害から 20
年を経た知見」
１１：４０～１２：１０ 小谷竜介 「被災ミュージアム再興事業に
ついて」
１３：１０～１３：４０
佐藤憲幸 「宮城県被災文化財等保全連絡会議について」
１３：４０～１４：４０
阿部明彦・小淵忠司 「復興に伴う発掘調査を経験して」
１４：４０～１４：５０ 休憩
【研究発表】 １４：５０～１５：２５
１４：５０～１５：２５ 桜井友梓 「陸奥国周辺の須恵器生産」
１５：２５～１６：００ 家原圭太 「多賀城と古代都城」
１６：００～１６：３５ 佐川正敏
「貞観地震復旧瓦生産における新羅人の関与について」
１６：３５～１６：４５ 閉会行事
【展示・レクチャー】 （講堂入口）
１３：００～１６：００ 佐々木繁喜 「宮城県の黒曜石について」
【懇親・交流会】 １７：３０～
会場：ホテルキャッスルプラザ多賀城
会費：一般 ４,０００円 学生 ３,０００円
（要申込、当日申込可）

※個人情報につき連絡先削除

博物館展覧会情報
【東北歴史博物館】
●春期特別展
「美しき東北の街並み―鳥のまなざし吉田初三郎の世界―」
会期 ： ４月 27 日(土)～６月１６日(日)
開館時間 ： ９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
休館日：祝日を除く月曜日、４月３０日（火）、５月７日（火）
※4/30､5/1 は開館
観覧料金： 一般 ５００(４００)円、シルバー ４００(３２０)円
高校生 ２００(１６０)円、小中学生 １００(８０)円
カッコ内は 20 名以上の団体
●展示解説
4/28（日）、5/12（日）、5/26（日）、6/16（日）、11 時～12 時
●企画展
「東北大学総合学術博物館のすべてⅩⅢ考古学からの挑戦
－東北大学考古学研究の軌跡－」
会期： ７月１３日（土）～９月８日（日）
開館時間・観覧料金： 同上
休館日： 祝日を除く月曜日、７月 16 日（火）
★記念講演会
いずれも場所は３階講堂 事前申込不要 受講料無料
日時：７月２１日（日） １３：３０～１５：００
演題：「東北大学考古学研究の軌跡」
講師：藤沼 邦彦 氏（弘前大学前教授）
日時：８月４日（日） １３：３０～１５：００
演題：「東北の古墳文化と古代史」
講師：伊藤 玄三 氏（法政大学名誉教授）
日時：８月２５日（日） １３：３０～１５：００
演題：「縄文人骨が語るもの」
講師：百々 幸雄 氏（東北大学名誉教授）
※演題は変更になる場合があります。
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★テーマ展示 第１室「宮城の瓦」 ９月２９日(日)まで。
仙台城、瑞巌寺、陸奥国分寺などの城や寺院を中心に、近
世以降に展開した県内出土の瓦を紹介しています。
★テーマ展示 第２室「杉山コレクション アイヌ民族資料・刀
装具」 ９月２９日(日)まで。
重要文化財「白長覆輪太刀」など、アイヌ民族が大切にした
刀と刀の付属品である刀装具を中心に公開しています。

博物館講座・イベント等情報
【東北歴史博物館】
●東北歴史博物館館長講座
開催日 ５月２５日、６月８・２２日、７月１３・２７日、
８月１０・２４日、９月７・２１日、１０月５・２６日、
１１月９・２３日、１２月７・２１日
会場：３階講堂

【仙台市博物館】
●企画展 「仙台藩主勢揃い！－初代伊達政宗から 13 代慶
邦まで－」
会期 ５月２１日（月）～６月３０日（日）
休館日：月曜日
開館時間 ： ９：００～１６：４５（入館は１６：１５まで）
入館料： 一般・大学生 ４００円、高校生 ２００円、
小中学生 １００円
●企画展 「近江巡礼 祈りの至宝展－滋賀県立琵琶湖文化
館が守り伝える美－」
会期 ： ７月１２日（金）～８月２５日（日）
休館日：月曜日
開館時間 ： ９：００～１６：４５（入館は１６：１５まで）
入館料： 一般 １，1００円、高校・大学生 ５００円、
小中学生 ２００円

●多賀城跡「史跡巡り」 各回日曜日
①多賀城政庁跡コース 5/26、6/23、7/25、9/22/、10/27
②多賀城廃寺コース
5/12、6/9、7/7、8/11、9/8、10/13

会費納入のお願い
2011 年度会費未納の会員の皆様、会費をお早めに納入願
います。2010年度以前の会費が未納の会員の方に対しては、
会費納入を確認次第、会誌13 号をお送りいたします。ご理解・
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〉 宮城県考古学会事務局 担当 鹿又 喜隆
〒980－8576 仙台市青葉区川内 27-1 東北大学大学院文学
研究科考古学研究室気付 宮城県考古学会事務局
TEL： ０２２－７９５－６０７３

【地底の森ミュージアム】
●企画展 仙台の遺跡②「名取川と広瀬川ぞいの横穴墓—黄
泉国からのメッセージ」
会期： ４月１２日（金）〜６月２３日（日）
休館日：月曜日（休日を除く）・休日の翌日、毎月第 4 木曜日
開館時間： ９：００〜１６：４５（入館は１６：１５まで）
入館料： 一般・大学生 ４００円、高校生 ２００円、
小中学生 １００円

会誌「宮城考古学」の残部について
現在、会誌「宮城考古学」は以下の残部があります。お求め
の方は、事務局までお問い合わせください。なお、東日本大震
災で会誌を汚損、流失した方は別途再配布いたしますのでご
連絡願います。
１号～４号 残部なし
５号～９号 残部あり 価格：１部 １，５００円
10 号 残部僅少 価格：１部 ２，５００円
１１号～１４号 残部あり 価格：１部 ２，５００円
〈連絡先〉 宮城県考古学会事務局 担当 鹿又 喜隆
〒980－8576 仙台市青葉区川内 27-1 東北大学大学院文学
研究科考古学研究室気付 宮城県考古学会事務局
ＴＥＬ： ０２２—７９５—６０７３

【仙台市歴史民俗資料館】
●企画展 「旅・他火・たび～さまざまな出会い～」
会期 ：４月２７日（土）～６月１６日（日）
休館日：月曜日（休日を除く）・休日の翌日、毎月第 4 木曜日
開館時間 ： ９：００～１６：４５ (入館は１６：１５まで）
入館料： 一般・大学生 ２００円、高校生 １５０円
小中学生 １００円
●企画展 「慶長遣欧使節出帆 400 年記念 伊達政宗の夢
－慶長遣欧使節と南蛮文化－」
会期 ： 10 月 4 日（金）～11 月 17 日（日）
休館日：月曜日（休日を除く）・休日の翌日
開館時間 ： ９：００～１６：４５ （入館は１６：１５まで）
入館料： 一般 ８００円、高校・大学生 ４００円
小中学生 １００円

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！
考古学に関する情報や寄稿、会員通信等お寄せ下さい。ま
た、連絡紙の愛称や内容、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。
本会 Web サイト（http://www.m-kouko.net/）では随時情報を
募集しております。発掘調査情報、学会、イベントなど考古学
に関する情報をお寄せください。
〈連絡先〉 宮城県考古学会 連絡誌代表幹事 柳澤和明
E-mail： info@m-kouko.net （宮城県考古学会）
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