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平成１９年度 宮城県考古学会総会・研究発表会
５月２０日(日)、エル・パーク仙台 (仙台市青葉区一番町１４１ビル)において、平成 19 年度
（2007 年度）宮城県考古学会総会・研究発表会が開催されました。はじめに、進藤秋輝会長から
開会の挨拶があり、つづいて議長団の選出により、議長に吉岡恭平氏、副議長に加藤隆則氏、書
記に小原一成氏の各会員が選出され、議事が行われました。
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

２００６年度の事業報告について
２００６年度収支決算報告・監査報告
２００７年度の事業計画について
２００７年度収支予算（案）
宮城県考古学会設立 10 周年記念事業に関わる臨時役員の選出について

以上の各議案について、担当幹事から説明があり、審議の結果、議案第１号から第 4 号まで承認
されました。議案第 5 号については、臨時役員の選出は会則に合わないとの指摘があったため事務
局がこれを取り下げ、会則第 9 条による特別委員会の設置をもってこれに替えることに決定しまし
た。
（特別委員会については 2007 年度事業計画で紹介します）
午後からは、６件の研究発表が行われました。
①佐々木和博「国宝・慶長遣欧使節関係資料における鎧の系譜と年代」
②渡部弘美 「仙台市台の原・小田原古窯跡群について―与兵衛沼窯跡調査を中心として―」
③佐藤敏幸・大久保弥生 「宮城県の湖西産須恵器」
④高橋誠明 「大崎地方における関東系土師器の出自について」
⑤吉川昌伸 「里浜貝塚の植生史と生業」
⑥鹿又喜隆 「更新世末から完新世初頭に見られる人類の環境適応―東日本の事例から―」
発表会の終了後は懇親会が行われました。

２００７年 度 事 業 計 画
１．２００７年度総会・研究発表会
５月２０日(日) 於：エル・パーク仙台
共催：宮城県教育委員会・仙台市教育委員会
研究発表会 発表６件
２．宮城県遺跡調査成果発表会
１２月 会場未定
共催：宮城県教育委員会(予定)・宮城県史跡整備市町村協議会(予定)
事例発表 10 件、資料発表 10 件程度を予定
３．会誌『宮城考古学』の発行
第９号 ２００７年５月２０日発行

４．連絡紙の発行
年４回を予定(第３８号〜第４１号)
５．ホームページの運営
６．宮城県考古学会設立 10 周年記念事業
特別委員会として「宮城県考古学会設立 10 周年記念事業特別委員会」を設置する。
〔活動内容〕
「宮城県考古学この 10 年の動向と今後の展望」
（仮題）をテーマとして、会誌第 10 号で
特集を組む。併せて 2008 年度春の研究発表会でもとりあげる。
７．役員会等
役員会・代表幹事会
年５回程度を予定
各幹事会
随時開催
８．研究部会の活動
旧石器研究部会、縄文部会、古墳・古代研究部会（古墳時代研究部会を改称）
、中世考古学
部会・阿武隈水系研究会

博物館イベント情報
TEL022‐368‐0101
多賀城市高崎 1 丁目２２−１
▼特別展 「慈覚大師円仁とその名宝」
期間：6 月 16 日（土）〜7 月 29 日（日）
▼特別展 「奥州一ノ宮‐塩竈神社−しおがまさまの歴史と文化財−」
期間：8 月 9 日（木）〜9 月 24 日（月）

東北歴史博物館

TEL022‐225‐3074
仙台市青葉区川内 26 番地
▼特別展 「吉村作治の早大エジプト発掘４０年展」期間：5 月 25 日（金）〜7 月 22 日（日）

仙台市博物館

TEL022‐225‐3074
仙台市太白区長町南 4−3−1
▼特別企画展「スピリチュアル考古学」
期間：7 月 20 日(金)〜９月 17 日(祝・月)

仙台市富沢遺跡保存館

TEL022‐368‐0134
多賀城市中央二丁目
▼企画展「発掘された遺跡−平成 18 年度の調査成果」期間：6 月 13 日(水)〜９月９日(日)

多賀城市埋蔵文化財調査センター

宮城県内の発掘調査情報
市町村名 遺跡名
大崎市
六月坂遺跡

大衡村
加美町
仙台市

所在地
大崎市田尻

調査期間
〜７月

調査主体
宮城県
多賀城跡調査研究所
宮城県教育委員会
〃
加美町教育委員会
仙台市教育委員会

北小松遺跡ほか
平林遺跡
壇の越遺跡
沓形遺跡

大崎市田尻
大衡村
加美町鳥嶋外
若林区荒井

〜１０月
〜６月
〜１０月
〜１２月

鴻ノ巣遺跡
郡山遺跡
仙台城跡
富沢駅周辺遺跡

宮城野区岩切
太白区郡山
青葉区川内
太白区大野田

〜１０月
１０〜１２月
〜１２月
〜１２月

〃
〃
〃
〃

時代
古代
縄文
古代
古代
古墳前期以前
古墳前期
古墳〜中世
古代
近世
縄文〜古代

陸奥国分寺跡
若林区木ノ下
〜８月
〃
古代
山田上ノ台遺跡 太白区山田上ノ台町 ９〜１０月
〃
縄文
与兵衛沼窯跡
青葉区小松島・宮城野区蟹沢
〜３月
〃
古代
若林城跡
若林区古城
〜１２月
〃
近世
東松島市 矢本横穴墓群
東松島市矢本
〜７月
東松島市教育委員会 古代
亘理町
三十三間堂官衙遺跡
亘理町逢隈
〜６月
亘理町教育委員会
古代・近世

役員会・幹事会の動向
▼ 代表幹事会・役員会（合同）
5 月 6 日(日)東北歴史博物館大会議室において実施されました。
協議事項
（1）平成 19 年度総会について
（2）10 周年記念事業について
（3）会誌 1・2 号 PDF 版ホームページ掲載について

部 会 ・ 研 究 会 の 動 向
▼旧石器研究会
7 月 7 日 第 3 回勉強会開催予定

▼古墳・古代部会
7 月 28 日 第 2 回勉強会開会予定（於：東北学院大学）
※詳細は後日ホームページに掲載予定

ホームページについて
宮城県考古学会では、発掘調査や研究会に関する情報など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、お手元に発掘調査や研究会などの情報がありましたら、メール
「E‐mail miyagikouko@hotmail.co.jp」
（宮城県考古学会）等にてお知らせください。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/

総務幹事会からのお知らせ
▼会
会費納入
2007 年度会費未納の会員の皆様、会費を早期に納入願います
住所等の変更
▼住
住所、電話番号(ＦＡＸ・Ｅメール）
、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。
宮城県考古学会の刊行物頒布案内
▼宮
会誌「宮城考古学」第 1〜3 号（在庫なし）
第 4〜6 号（頒布価格 各 1,660 円）
第 7〜9 号（頒布価格 各 2,660 円）
購入方法：価格は送料込みです。購入後希望の方は、下記事務局あて郵便・電話・FAX 等で
お申し込みの上、郵便振替にて下記入会案内の口座に代金をお送りください。

問い合わせ・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
TEL：022‐721‐3245、FAX：022‐264‐6530

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）
・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

情報などをお寄せください
次回の連絡紙（第３９号）は平成１９年９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９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）

