宮城県考古学会連絡紙
第４４号
２００８年１１月２８日発行
事務局

〒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

平成２０年度宮城県遺跡調査成果発表会のご案内
今年度の遺跡調査成果発表会は、東北大学片平さくらホールで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、ぜひご参加下さい。
会員以外の方の参加も歓迎いたしますので、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、できるだけ公共交通機関をご利用下さい。

○日

時：

平成２０年１２月１３日（土） 午前１０時〜午後５時
※受付開始は午前９時３０分〜

○会

場：

東北大学

片平さくらホール

（仙台市青葉区片平二丁目１−１）
○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、東北大学埋蔵文化財調査室

○参加費：

無料（資料頒布希望の場合は、頒布料 1,000 円）

○懇親会
会

場: 東北大学 片平さくらホール １階ホール 開始時間:午後５時３０分〜

会

費: 一般 3,000 円、学生 2,000 円（要申込み）

※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

※個人情報につき連絡先削除

遺跡調査成果発表会日程
〔開会行事〕

10:00〜10:10

〔発

12 件（10:10〜16:40）

１
２
３
４

表〕

10:10〜10:35
10:35〜11:00
11:00〜11:25
11:25〜11:55

大久保遺跡（旧石器）･･････････････
下ノ内遺跡（縄文）････････････････
砂押古墳（古墳）･･････････････････
赤井遺跡・矢本横穴古墳群（古代）･･
昼

５
６
７
８

13:00〜13:25
13:25〜13:50
13:50〜14:15
14:15〜14:45
15:00〜15:25
15:25〜15:50
15:50〜16:15
16:15〜16:40

16:40〜16:50

〔資料発表〕

11 件

蔵王町教育委員会
仙台市教育委員会
宮城県多賀城跡調査研究所
大崎市教育委員会

憩（15 分）

三十三間堂官衙遺跡（古代）････････
硯沢窯跡（古代）･･････････････････
仙台城跡（近世）･･････････････････
奥州街道・一里塚（近世）･･････････

〔閉会行事〕

１
２
３
４
５
６

憩（60 分）

十郎田・窪田遺跡（古代）･･････････
郡山遺跡・長町駅東遺跡（古代）････
多賀城跡（古代）･･････････････････
新田柵跡（古代）･･････････････････
休

９
10
11
12

食・休

栗原市教育委員会
仙台市教育委員会
仙台市教育委員会
東松島市教育委員会

亘理町教育委員会
利府町教育委員会
仙台市教育委員会
宮城県教育委員会

新田沢遺跡 （栗原市教育委員会）
７ 日の出山窯跡
北小松遺跡 （宮城県教育委員会）
８ 鴻ノ巣遺跡
鍛冶沢遺跡 （宮城県教育委員会）
９ 仰ケ返り地蔵前遺跡
春日社古墳 （仙台市教育委員会）
10 石森館跡
陸奥国分寺跡（仙台市教育委員会）
11 若林城跡
六反田遺跡・大野田古墳群（仙台市教育委員会）

（多賀城跡調査研究所）
（仙台市教育委員会）
（東北学院大学）
（宮城県教育委員会）
（仙台市教育委員会）

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

会場：３階講堂

館長講座
「第１４回 元慶の乱と秋田城」
１２月 ６日（土）13:30〜15:00
「第１５回 平安時代の東北の寺々」
１月２４日（土）13:30〜15:00
「第１６回 考古学から知る蝦夷の社会」 ２月 ７日（土）13:30〜15:00

○多賀城市教育委員会
館前遺跡（多賀城市浮島字館前）において、平安時代の国司館と考えられている建物跡の表示が
仙台宮城ディスティネーションキャンペーン期間中の１２月３１日まで行われています。

○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
企画展「絵でみる考古学―早川和子原画展―」
期間：〜１２月１４日（日）

○七ヶ浜町歴史資料館

宮城郡七ヶ浜町境山二丁目１−12

企画展「七ヶ浜遺産 大木囲貝塚」

Tel 022-365-5567

期間：〜平成２１年２月１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
テーマ展「やまもとの窯業・製鉄遺跡」 期間：〜平成２１年１月２５日（日）

○多賀城跡調査研究所関係
現在、多賀城政庁跡では、再整備事業の一環として、昭和４０年代にソイルセメントで復元され
た築地塀の撤去作業が行われています。今後は、近年の調査で確認された第Ⅱ期（奈良時代後葉）
の脇殿・楼等も加え、建物基壇跡が復元され、平面的に表示される予定です。
◇第３５回古代城柵官衙遺跡検討会
期日：平成２１年２月２１日・２２日（土・日）
会場：ホテル東日本盛岡
岩手県盛岡市大通三丁目３−18

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」のご案内
○日時：平成２１年２月１５日（日）
○会場：仙台市博物館講堂

午前１０時〜午後４時３０分（開場：午前９時３０分）

仙台市青葉区川内２６

○主催：日本考古学協会
○共催：宮城県考古学会・仙台市教育委員会・(財)仙台市市民文化事業団仙台市富沢遺跡保存館
○後援：宮城県教育委員会・東北日本の旧石器文化を語る会
○日程
10:00〜10:10

開会行事

10:10〜11:10

「『地底の森ミュージアム』の開館と普及活動について」
仙台市富沢遺跡保存館学芸室 室長
「復元された東北地方の最終氷期の森とその変遷」
東北大学学術資源研究公開センター センター長

11:10〜12:10

木村浩二
鈴木三男

12:10〜13:10

休憩

13:10〜14:10

「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―」
東北大学大学院文学研究科 教授 阿子島 香
「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―
首都大学東京大学院人文科学研究科 教授 小野 昭

14:10〜15:10
15:10〜15:30

休憩

15:30〜16:25

講演者による総合討議、質疑応答

16:25〜16:30

閉会行事

◇参加条件・申込み方法等は、考古学協会ホームページにてご確認ください。

「日本考古学協会ホームページ」

URL http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaa2/index.htm

役員会・幹事会の動向
１０月１１日（土）東北学院大学土樋キャンパスにおいて役員幹事会が開催されました。
「遺跡調
査成果発表会の開催について」
、「日本考古学協会６０周年記念講演会について」、その他について話
し合われました。

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。
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４５号）は平成２１年３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
7(/࣭)$;㸸ͤಶேሗࡘࡁ㐃⤡ඛ๐㝖

E-mail

miyagikouko@hotmail.co.jp（宮城県考古学会）

