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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
平成 28 年度宮城県遺跡調査成果発表会
平成 28 年度宮城県遺跡調査成果発表会を以下の日程で開
催しますので、皆様ご参集ください。
なお、今年度は会場の都合により日曜日の開催となっており
ますのでご注意ください。
《日時》 平成 28 年 12 月 11 日（日） 10：00～
《会場》 東北歴史博物館 講堂
《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、宮城県
史跡整備市町村協議会
《日程》
9：30～ 講堂入口にて受付
〔開催行事〕 10：00～10：10
○開会宣言
○主催者あいさつ
〔発表〕10 件
1 10：10～10：35 野川遺跡
（東北大学考古学研究室）
2 10：35～11：00 合戦原遺跡
（山元町教育委員会）
3 11：00～11：25 郡山遺跡
（仙台市教育委員会）
4 11：25～11：50 多賀城跡
（多賀城跡調査研究所）
昼 食 ・ 休 憩 （70 分）
5 13：00～13：25 内館館跡
（多賀城市教育委員会）
6 13：25～13：50 下野郷館跡
（岩沼市教育委員会）
7 13：50～14：15 瑞巌寺境内遺跡 （松島町教育委員会）
8 14：15～14：40 仙台城跡
（仙台市教育委員会）
休 憩 （20 分）
9 15：00～15：25 貞山堀発掘調査 （仙台市教育委員会）
10 15：25～15：50 宮城県の震災復興事業に伴う遺跡調査
について
（宮城県教育委員会）
〔閉会行事〕 15：50～16：00
○閉会あいさつ
○閉会宣言
〔資料発表〕8 件
1 石川原遺跡
2 台の下遺跡
3 菜切谷廃寺跡
4 日向遺跡
5 川内遺跡

6 松葉板碑群
7 小屋館城跡
8 北目城跡

（女川町教育委員会）
（宮城県教育委員会）
（仙台市教育委員会）

《懇親会》
皆様のご参加をお待ちしております。
会場：魚民 塩釜駅前店
（宮城県塩竈市 東玉川町 3-24 １階）
開始時間：17：00～
会費：4,000 円（要申込み・当日午前中まで申込み先着15 名）
事前連絡先：宮城県考古学会 企画幹事会 福山宗志
※個人情報につき連絡先削除

博物館 展覧会・イベント等情報
【東北歴史博物館】
◆特 別 展「世界遺産ラスコー展 クロマニヨン人が残した洞
窟壁画」
会期：平成 29 年 3 月 25 日（土）～5 月 28 日（日）
◆れきはく講座
会場：東北歴史博物館 3 階講堂
時間：13：30～15：00
平成 29 年 2 月 11 日（土）：「エミシはなぜ『蝦夷』と表記された
のか」相澤秀太郎
平成 29 年 2 月 19 日（日）：「古代の線刻壁画を守る-山元町合
戦原遺跡の事例-」芳賀文絵
平成 29 年 3 月 12 日（日）：「貞観津波と多賀城下-調査成果と
課題-」相原淳一
◆館長講座 鷹野光行館長
会場：東北歴史博物館 3 階講堂
時間：13：30～15：00
平成 28 年 12 月 10 日（土）：「第 2 の道具 土偶をめぐって」
平成 28 年 12 月 24 日（日）：「第 2 の道具 土版・岩版 石棒・
石剣・石刀」

（宮城県教育委員会）
（気仙沼市教育委員会）
（加美町教育委員会）
（山元町教育委員会）
（山元町教育委員会）

【多賀城市埋蔵文化財センター】
◆第 27 回企画展「多賀城跡の保存と研究-150 年の軌跡-」
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会期： ～12 月 18 日（日） 無料
◆第 27 回企画展関連事業 パネル展
会場：市立図書館 3 階ギャラリー
会期：平成 28 年 11 月 16 日（水）～12 月 18 日（日） 無料

日時：平成 28 年 12 月 17 日（土） 12：30～（受付）、
13：00～17：30（開会）、18：00～20：00（懇親会）
平成 28 年 12 月 18 日（日） 9：00～15：00
参加申込み・会費等：参加を希望される方は、12 月１日（木）ま
でに下記あてにお申込みください。懇親会への参加・不参加を
必ず添えてください。開催日直前に懇親会を申し込まれた場
合はご希望に添えられない場合があります。連絡はできるだ
け E-mail でお願いします。
参加費 1,000 円、発表要旨集代 1,500 円（予定）を当日受付で
申し受けます。
懇親会費は 4,000 円（学生 2,000 円）の予定です。当日受付で
お預かりします。
申込み先：第30 回大会開催事務局（宮城県世話人） 村上裕次
※個人情報につき連絡先削除

【七ヶ浜町歴史資料館】
◆開館 30 周年記念企画「七ヶ浜のうみ・ひと・まち」
会期：平成 28 年 11 月 3 日（木）～12 月 25 日（日） 入館無料
【仙台市文化財課】
◆第65回文化財展「チャレンジ！せんだい遺産検定～伊達な
文化財ハカセを目指せ～」
会場：せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア
会期：平成 28 年 11 月 30 日（水）～12 月 4 日（日）
講演会：荒木志伸（山形大学基盤教育院）「古代の出羽国と陸
奥国-城柵と国府-」、日時：12 月 4 日（日） 13：00～15：00

お知らせ
宮城県考古学会では『大地からの伝言－宮城の災害考古学
－』を発刊し、会員には無償配布し、今後、県内の小中学校・
高校にも配布する予定です。
また、希望者には有償（一冊５００円）で頒布いたします。詳
細は本会 Web サイト（http://www.m-kouko.net/）
をご確認ください。

【仙台市博物館】
◆企画展「戦国の伊達・政宗の城・仙台の町 斎藤報恩会寄贈
の名品」
会期： ～12 月 27 日（火）
◆関連展示「学都仙台を支えた『天財』 ―斎藤報恩会と東北
大学」
会場：東北大学史料館（東北大学片平キャンパス内）
会期： ～12 月 27 日（火） 観覧無料
◆しろ・まち講座
会場：仙台市博物館ホール（定員 200 名）
日時：平成 28 年 12 月 10 日（土） 13：30～15：00
「戦国の伊達・政宗の城・仙台の町」
講師：明石治郎・菅原美咲（仙台市博物館）
申込不要・聴講無料

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、会員通信等をお寄せ下さい。
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、本会連絡
紙のほか、お寄せいただいた情報を随時掲載いたしておりま
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＞ 古川一明(連絡紙代表幹事)
E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会）

【地底の森ミュージアム】
◆企画展「アジアの中の東北旧石器時代」
会場：地底の森ミュージアム 企画展示室
会期： ～12 月 18 日（日）
◆公開学術講演会
裵 基同（ペ キドン）（韓国 漢陽（ハンヤン）大学校教授）「韓
国の旧石器文化：後期旧石器時代の開始と現生人類の渡来」
会場：仙台市太白区中央市民センター（たいはっくる内）大会
議室）
日時：11 月 26 日（土）14：00～16：00 入場無料

会費の納入お願いいたします！！
会費は一般会員が 4,000 円、学生会員が 2,000 円（※）、夫婦
会員が 5,000 円です。未納の方はお早めにお支払いください。
※平成 27 年 5 月 17 日総会において細則改正が承認され、学
生会員の会費が変更になりました。

住所・所属等変更の際は必ずご連絡ください

研究会情報

連絡紙などの郵送の際、居住者不明で戻ってくる方が数名
おります。転居や異動で住所などが変更になった会員は、事
務局まで必ず連絡をお願いします。

【東北日本の旧石器文化を語る会】
◆第 30 回東北日本の旧石器を語る会宮城大会
シンポジウム「東北日本の旧石器時代研究-回顧と展望-」
会場：東北大学川内南キャンパス 文科系総合講義棟 経済
学部第 2 講義室（204 号室）
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