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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
２０１４年度 宮城県考古学会総会
研究発表会 「東日本大震災と考古学」
震災から三年、地震・津波痕跡と被災地の現状と課題
を考えます。
特集１ 「宮城県における津波・地震痕跡の考古学的
調査２-新たな調査事例から」
特集２ 「被災３年を経た文化財をめぐる現状と課題」
２０１４年度宮城県考古学会総会、研究発表会は、下記の日
程・テーマで開催されますので、皆様ご参集ください。
※東日本大震災から３年たちました。特集１は宮城県内でこ
れまで起きた歴史地震・津波災害を考古学的に考えて行こうと
いう試みの第２弾です。特集２は、被災３県の現状と課題を発
表していただきます。震災後、関心の高いテーマです。一般
の方の参加も歓迎しますので、お知り合いの方にもお声かけ
いただければありがたいです。
★日時：５月１１日（日） 10：00～17：00
★参加費：参加費・資料代無料
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
場所：東北歴史博物館３階講堂
日程：
【総 会】
9：30
受 付
10：00～10：50 総 会
対象：宮城県考古学会会員
①役員改選
②２０１３年度事業報告
③２０１３年度収支決算報告・監査報告
④２０１４年度事業計画（案）
⑤２０１４年度収支予算（案）
10：50～11：00 休 憩
【研究発表会 「東日本大震災と考古学」】
○特集１「宮城県における津波・地震痕跡の考古学的調査２
-新たな調査事例から」
（３本、各 20 分報告）
11：00～11：05 特集 趣旨説明
宮城県考古学会東日本大震災対策特別委員会
11：05～11：25 事例報告１「仙台市荒井広瀬遺跡」
仙台市教育委員会

11：25～11：45

事例報告２「岩沼市高大瀬遺跡」
岩沼市教育委員会
11：45～12：05 事例報告３「山元町中筋遺跡」
山元町教育委員会
12：05～12：30 コメント・質疑
コメンテーター 松本秀明 氏
12：30～13：40 昼食 ・ 新幹事打合せ会（70 分）
○特集２ 「被災３年を経た文化財をめぐる現状と課題』
(３本、各 40 分発表、10 分質疑)
13：40～13：45 特集 趣旨説明
宮城県考古学会東日本大震災対策特別委員会
13：45～14：35 「被災３年を経た岩手県の文化財をめぐる
現状と課題」 岩手考古学会 熊谷常正 氏
14：35～15：25 「被災３年を経た宮城県の文化財をめぐる
現状と課題」
宮城県考古学会東日本
大震災対策特別委員会 藤沢敦 氏
休
憩 （10 分）
15：35～16：25 「被災３年を経た福島県の文化財をめぐる
現状と課題」 福島県考古学会 玉川一郎 氏
16：25～16：30 閉会行事
【懇親・交流会】 皆様の御参加をお待ちしております。
会場：「ホテルキャッスルプラザ多賀城」
開始時間： 17:15
会費：一般 4,000 円 学生 3,000 円
（要申込み・当日申込み可）
〔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

発掘調査情報
【宮城県教育庁文化財保護課】
今年度は調査員 40 人体制（県外派遣職員 17 名、宮城県多
賀城跡調査研究所２名、東北歴史博物館１名）で発掘調査を
実施。県文化財保護課より南三陸町と気仙沼市に調査員各１
名が１年間派遣され、復興関連の発掘調査に従事する。
【県教育委員会主体・協力による主な復興調査】
多賀城市山王遺跡（三陸道多賀城 IC 建設関連、県）、山元
町新中永窪遺跡（JR 常磐線移設関連、県）、石巻市羽黒下遺
跡・女川町内山遺跡・多賀城市八幡沖遺跡・山元町山下館跡・
合戦原遺跡(防災集団移転事業関連＝市町主体、県協力)

博物館 展覧会・イベント等情報
【東北歴史博物館】
★特別展「発掘された日本列島展20周年記念 日本発掘―発
掘された日本列島 2014―」
会期
５月 31 日(土)～７月９日(水)
開館時間 ９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
休館日
毎週月曜日
観覧料金 一般・大学生 800 円、シルバー700 円、高校生
300 円、小中学生 100 円。
内容 「発掘調査 20 年の集大成。全国の優品・逸品が宮城
にやってくる！」。５館巡回展の最初の展示。
第１部 「重要な発掘成果展」
第２部 近年の発掘調査を紹介
第３部 震災復興に伴う発掘調査
第４部 地域展（テーマ展示１）
「復興と創造のために―宮城の復興発掘調査」
主催 文化庁、東北歴史博物館、東京都江戸東京博物館、
堺市博物館、長野市立博物館、九州国立博物館
●関連行事
①講演会 ６月１５日（日） 13:30～
文化庁記念物課調査官。事前申込不要。
②学芸員による展示解説
６月１５日を除く毎週日曜日 11:00～
★テーマ展示１「杉山コレクション 埴輪」
３月１８日（火）～５月１８日（日）
★テーマ展示２「骨角器の世界」
里浜貝塚、田柄貝塚出土の重要文化財を展示。
9 月３０日(日)～平成２７年９月２３日
★テーマ展示２「修復された被災文化財 色麻古墳群」
平成 27 年３月３日(日)～９月 27 日
★多賀城跡「史跡巡り」 各回土曜日 13：30～15:00 無料
①多賀城政庁跡コース 5/25,6/22･28,7/20,8/24,9/28,10/26
②多賀城廃寺コース 5/11,6/8,7/6,8/10,9/14,10/12
【仙台市縄文の森広場】今年度のミニ展示
春「縄文人と動物のかかわり ―大野田遺跡と土偶―」
４月１８日(金)～６月２２日(日)
【仙台市地底の森ミュージアム】
企画展「焼きものの一大産地～古代の台原・小田原あたり～」
4 月 11 日（金）～ 6 月 22 日（日）
●関連行事 焼きもの産地ツアー「古代の窯跡めぐり」
与兵衛沼周辺を解説付きで案内
日時 平成 26 年 5 月 24 日（土） 13：30～15:30
集合場所 与兵衛沼公園（公共交通機関をご利用ください。）
対象 中学生以上 40 名（応募多数の場合は抽選）
講師 仙台市文化財課職員、当館職員
申込み 往復はがき、E-mail、Fax に、ツアー名、氏名、電話
番号を明記の上、5 月 10 日（土）まで地底の森ミュージアム
まで送付。締切後 3 日を目途に連絡するとのことです。
●企画展関連講座 堤焼づくり教室

「堤焼のマイカップをつくろう！」
日時 平成 26 年 6 月 7 日（土） 13：30～15：30
会場 地底の森ミュージアム 研修室
対象 小学校 4 年生以上 20 名（応募多数の場合は抽選）
●体験コーナー「チャレンジ★拓本」
古代の瓦の文様を和紙に写し取り、カードにします。
開催日 企画展開催中の日曜日 13：00～15：00
会場 地底の森ミュージアム 展望ラウンジ
申込不要、直接会場へ
【奥松島縄文村歴史資料館】
毎月、各種イベントが開催されます。詳しくは同館 WEB 参照
願います。
【気仙沼市リアス・アーク博物館】
常設展「東日本大震災の記録と津波の災害史」
開館時間 午前９時 30 分～午後５時（入館は４時 30 分まで）
休館日 毎週月・火曜日／祝日の翌日（土・日を除く）、
観覧料： 一般 300 円、大学・専門・高校生 200 円、小・中学
生 100 円
【国立歴史民俗博物館】(千葉県佐倉市)
特別展「歴史にみる震災」 ５月６日（火）まで開催

会員（元役員）の訃報
伊藤博道さん（白石市）が 201４年１月に、高野芳宏さん（多
賀城市）が 2014 年２月に亡くなられました。伊藤さんは本会役
員、高野さんは幹事長を長く勤められ、本会の発展に尽力さ
れました。心よりご冥福をお祈りいたします。

東日本大震災に関わる被災会員への会誌再配布
について
本会では、東日本大震災により以前配布された会誌が使用
できなくなったという会員の方に対し、必要とされる号の会誌
を再配布します。ご希望の方は以下の必要事項を記入し、本
会事務局または下記メール宛てにご連絡ください。
①氏名 ②東日本大震災で被災し、会誌の再配布を希望す
る旨 ③再配布を希望する号数 ④送付先住所 ⑤連絡先
電話番号 ⑥希望送付時期
※送料は申し込み者負担で、 在庫がある号に限ります。
※メールアドレス：info@m-kouko.net

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！
発掘調査、学会、イベントなど考古学に関する情報、提言な
どをお寄せください。本会連絡紙のほか、Web サイトにて随時
情報を掲載いたします。
本会 Web サイト（http://www.m-kouko.net/）
＜連絡先＞ 柳澤和明(連絡紙代表幹事)
E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会）

会費の納入お願いいたします！！
昨年度の会費が未納の会員の方に、会費納入のプリントを
同封しております。５月１１日の総会・研究発表会に今年度の
会費と併せて納入願います。〔担当〕事務局

