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滋賀県立安土城考古博物館

〜9/19（月・祝）

第66回企画展「発掘された近江Ⅱ−遺跡アラカルト−」

令和4年度秋季特別展 開館30周年記念
「里帰り！日本最大の銅鐸〜太古の響きを安土の地で〜」

近年、県内で発掘調査された遺跡の中から、近江の歴史を考えるうえで欠くことのできない資
料で、展示機会の少なかった遺跡を中心にあつめました。縄文時代から中世、土器、石器、金属
製品、木製品と多彩な資料を紹介します。
8/29（月）
・9/5（月）･9/12（月）

9：00~17：00
（入館は16：30まで）

本展覧会では東京国立博物館が所蔵する日本最大の銅鐸をはじめとする大岩山銅鐸を集め、
これを軸にしてその前後の時代に近江の地が担ったと考えられる歴史的な役割を探ります。

JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

9/25（日）

大人900円、高大生640円、小中学生420円・県内高齢者（65歳以上）460円

0748-46-2424

JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

滋賀県立安土城考古博物館

滋賀県立安土城考古博物館 セミナールーム

師

髙木叙子（当館学芸員）

コチラからHPへ➡
50名

13：30〜15：00（受付13：00）

①10/15（土）「大岩山銅鐸と弥生時代の祭祀」 講師：井上洋一氏（奈良国立博物館館長）
②11/5（土）「弥生時代後期の近江と大和」 講師：桑原久男氏（天理大学文学部教授）

滋賀県安土城考古博物館 ２Fセミナールーム

0748-46-2424
滋賀県埋蔵文化財センター

〜11/18（金）
滋賀県埋蔵文化財地域展Ⅳ

滋賀県立安土城考古博物館

内の様々な遺跡の発掘調査を実施してきました。半世紀を「50の逸品」と振り返る展示です。
土日祝（なお、11/3・11/12は開館）

9：00~17：00
無料

JR琵琶湖線「瀬田」駅下車、帝産バス滋賀医大行「文化ゾーン前」下車、徒歩10分

（公財）滋賀県文化財保護協会

077-548-9780
平和堂石山店３階 コミュニティルーム

平和堂旅行センター・
（公財）滋賀県文化財保護協会連携講座サテライト開催

「アートから読み解く近江の歴史と文化財」

①9/17（土） 「古代のエンブレム/瓦のアートから探る歴史」 福井知樹（当協会調査員）
②10/15（土）「聖なる舎利の信仰/美しき石製塔婆の歴史」 佐藤亜聖氏（滋賀県立大学教授）
③11/19（土）「近江の考古学発見史/県政150年が誇る蓄積」田井中洋介氏（滋賀県平和祈念館）
※本講座はインターネットZOOMを利用して同時中継をおこなうサテライト会場開催となります。

10：30〜12：00

1000円

15名

コチラからHPへ➡

電話もしくは窓口、HP
申込先

平和堂旅行センター石山営業所

077-531-2828

11/23（水・祝）

077-548-9780
集

合

滋賀県立安土城考古博物館

20名

往復はがきによる事前申込
（当館HPでご確認ください）

500円

JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

0748-46-2424
集

合

滋賀県立安土城考古博物館

史跡探訪
「安土城」
9：30〜12：30
往復はがきによる事前申込
（当館HPでご確認ください）
JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

滋賀県立安土城考古博物館

基調講演
内

黒崎

直氏（当協会評議員 富山大学名誉教授）

「協会発足前夜の近江埋文事情1964-1969」

容

事例報告

当協会職員 ３名（予定）
電話申し込みのみ

50名

無料

13：00〜16：45
締切

10/5 17：00

申し込み多数の場合は抽選

JR琵琶湖線「瀬田」駅下車、帝産バス滋賀医大行「文化ゾーン前」下車、徒歩10分
問合せ・申し込み

（公財）滋賀県文化財保護協会

滋賀県立安土城考古博物館 望楼下

11/26（土）〜R5.1/22（日）
特別陳列

077-548-9780

近江の遺跡発掘成果Ⅱ

「良い年になりますように！」−招福と無病息災のラッキーアイテムー
人びとは古くから、感染症や災害を避け、幸せに暮らすために様々な道具を使って祈り・願
いました。今回の特別陳列では昔の人びとが幸せや疫病退散の想いを記した木簡や墨書土
器を紹介します。当館望楼下で開催のミニ展示です。
月曜日（（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
および12/28~R5.1/4

9：00~17：00
（入館は16：30まで）

滋賀県立安土城考古博物館

0748-46-2424
京都市考古資料館

7/14（木）〜11/20（日）

令和４年度京都市考古資料館特別展示

「考古資料とマンガで見る呪符ー魔界都市京都ー展」
コチラからHPへ➡

9：30〜12：00

11/26（土）

設立50周年記念報告会

公益財団法人滋賀県文化財保護協会

大人500円、高大生320円、小中学生・県内高齢者（65歳以上）無料

史跡探訪
「桑實寺と瑠璃石」

滋賀県立安土城考古博物館

滋賀県立美術館 木のホール

JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

JR琵琶湖線「石山」駅下車、徒歩10分

（公財）滋賀県文化財保護協会

0748-46-2424

11/6（日）

「滋賀をてらした珠玉の逸品たち−スコップと歩んだ発掘50年史」
公益財団法人滋賀県文化財保護協会が設立されて2020年に50周年を迎えました。この間、県

コチラからHPへ➡

往復はがきによる事前申込制
（詳しくは当館HPを参照ください）

JR琵琶湖線「安土」駅下車、徒歩25分

滋賀県立安土城考古博物館

300円

70名（受付先着順）

13：30〜15：00（受付13：00）

資料代300円

往復はがきによる事前申込制
（詳しくは当館HPを参照ください）

0748-46-2424

秋季特別展関連講座

入門講座
「中世近江の村むら」
講

月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

9：00~17：00
（入館は16：30まで）

大人600円、高大生360円、小中学生・県内高齢者（65歳以上）無料

滋賀県立安土城考古博物館

滋賀県立安土城考古博物館

10/8（土）〜11/20（日）

京都国際マンガミュージアムで9/5（月）
まで共同企画同時開催中。
9：00〜17：00（入館16:30迄）

入館無料

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
京都市バス「今出川大宮」下車すぐ、
「堀川今出川」下車西へ徒歩5分

京都市考古資料館

075-432-3245
京都市考古資料館

9/23（金・祝）

第18回西陣伝統文化祭
「千両ヶ辻」
コチラからHPへ➡
20名
大人1,000円
子供 500円

0748-46-2424

テーマ未定

※西陣伝統文化祭「千両ヶ辻」実行委員会との連携事業

10：30〜

50名

当日受付

無料

京都市バス「今出川大宮」下車すぐ、
「堀川今出川」下車西へ徒歩5分

京都市考古資料館

075-432-3245
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京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）

9/24（土）

京都市考古資料館文化財講座

第329回

170名

当日受付

無料

「長岡京10年〜この10年間の調査成果から〜」
6月1日より、平成24年から令和3年までの長岡京時代に関する発掘成果を中心とした写真
パネル展示を開催しています。
平日8：30〜17：00
土曜、第2・4以外の日曜、祝日
第2・4日曜10：00〜16：00
阪急バス美竹台方面行、奥海印寺方面行「明神前」下車すぐ
無料

京都市バス・京都バス・JRバス「丸太町七本松」下車すぐ、
京都市バス「千本丸太町」下車西へ徒歩2分

京都市考古資料館

075-432-3245

（公財）長岡京市埋蔵文化財センター
京都市内史跡

10/29（土）

京都市考古資料館文化財講座

第330回

11/1（火）〜30（水）

未定

50名程度
無料

中止の場合があります。

長岡京市立埋蔵文化財調査センター

長岡京市埋蔵文化財センター設立40周年記念冊子「長岡京〜桓武天皇の都〜」
を観覧用冊子として配布します。

京都市バス「今出川大宮」下車すぐ、
「堀川今出川」下車西へ徒歩5分

平日8：30〜17：00 （土・日・祝日は10：00〜16：00）

京都市考古資料館

会期中は無休

075-432-3245

史跡ウォーク2022

6/1（水）〜12/28（水） 設立40周年記念事業として「長岡京デザイン缶バッジ」プレゼント
企画を実施しています。月替わりデザインの缶バッジを1点差し上げます。

風光明媚で自然豊かな「史跡船岡山」
（仮） ※西陣歴史の町協議会との連携事業
未定

50名程度

当日受付

無料

平日8：30〜17：00
土曜、第2・4以外の日曜、祝日
第2・4日曜10：00〜16：00
11月の特別企画展中は無休
阪急バス美竹台方面行、奥海印寺方面行「明神前」下車すぐ

中止の場合があります。

（公財）長岡京市埋蔵文化財センター

京都市バス「今出川大宮」下車すぐ、
「堀川今出川」下車西へ徒歩5分

京都市考古資料館

075-432-3245
京都府立山城郷土資料館

9/6（火）〜9/19（月・祝）

「発掘された京都の歴史2022」

075-955-3622

長岡京市立中央公民館2階

9/10（土）

調査成果報告会 「最近の発掘調査成果から」
講

師

大髙

義寛（当財団職員）

個人：大人200円、小中学生50円、団体：大人150円、小中学生50円

14：00〜16：00

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

阪急京都線「長岡天神」駅から西へ徒歩6分
JR京都線「長岡京」駅から阪急バス「開田」下車すぐ

075-933-3877

京都府立丹後郷土資料館

「発掘された京都の歴史2022」

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

075-933-3877

文化財講演会「『発掘された京都の歴史2022』を解説する」
10/1（土） 肥後弘幸氏（当財団職員）
京都府立丹後郷土資料館

30名

13:30〜15:00

整理券配布

入館料

0772-27-0230
京都学・歴彩館

10/1（土）〜10/31（月）

「発掘された京都の歴史2022」パネル展
京都学・歴彩館

075-723-4831

13:30〜16:30

075-955-3622
京都府立丹後郷土資料館

「祈りのカタチー丹後に生きた人々の願い−」
9:00〜16:30
個人：大人250円、小中学生70円、団体：大人200円、小中学生50円

鋳造体験（銅鐸）
11/3（木・祝）
京都府立丹後郷土資料館

無料

後日HPで案内

後日HPで案内

後日HPで案内

文化財講演会「丹後の祈りと信仰（仮）」
京都府立丹後郷土資料館

無料

18:00〜19:30（仮）

整理券配布

30名

0772-27-0230
京丹後市アグリセンター大宮

11/23（水・祝）

第150回埋蔵文化財セミナー

第149回埋蔵文化財セミナー
「近年明らかになった南山城の古墳時代」

（公財）長岡京市埋蔵文化財センター

京都府立丹後郷土資料館
文化パルク城陽

9/17（土）

無料
不要
当日会場にて受付

11/5（土） 菱田哲郎氏（京都府立大学文学部教授）

無料

9:00〜18:30

40名（先着順）

10/22（土）〜12/11（日）

9:00〜16:30
個人：大人200円、小中学生50円、団体：大人150円、小中学生40円

京都府立丹後郷土資料館

講座室

令和3年度の発掘調査から、主な成果報告と出土遺物の展示を行います。

9:00〜16:30

9/27（火）〜10/10（月・祝）

無料

長岡京デザイン缶バッチプレゼント企画2022

船岡山周辺

10/30（日）

浅井猛宏氏（城陽市職員）
上野あさひ氏（京田辺市職員）
小泉裕司（当財団職員）

100名

無料

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

「丹後半島の古墳時代（仮題）」
13:30〜16:30

新谷勝行氏（京丹後市職員）
肥後弘幸（当財団職員）
高橋克壽氏（花園大学教授）
100名

無料

往復はがきで申込み。多数の場合は抽選。

往復はがきで申込み。多数の場合は抽選。
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075-955-3622

特別企画展 「長岡京」

現地講座 テーマ未定
当日受付

長岡京市立埋蔵文化財調査センター

まいぶんミニ展示

「新発見！鳥羽・伏見の戦いで被災した淀城の家老屋敷」 中谷俊哉（京都市埋蔵文化財研究所）
14：00〜16:00

6/1( 水 )〜9/30( 金 )

075-933-3877

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

075-933-3877

公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター研修室

令和四年度市民考古学講座

ベテラン職員による考古学講座

10:00〜11:30

『掘ってわかった都の姿−概説 長岡京 −』

中川和哉（当財団職員）
高野陽子（当財団職員）
肥後弘幸（当財団職員）

9/24（土）「旧石器人はどこからきたのか」
10/８（土）「弥生王墓と日本海交易」
11/５（土）「邪馬台国時代の諸国の事情」

向日市文化資料館

10/1（土）
・15（土）
・29（土）

15名

無料

往復はがきで申込み。10日前必着。多数の場合は抽選。

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

075-933-3877
向日市文化資料館

9/10（土）〜10/23（日）

令和四年度調査研究成果展
『物集女城出現とその背景』

今回の考古学講座では、近年実施した発掘調査の中から長岡宮・京をとりあげます。長岡宮では、
桓武天皇の住まいである内裏の諸施設や内郭築地回廊・外郭築地の確認、長岡京では、多くの条
坊遺構を検出しました。また土師器・須恵器等の土器類や瓦類など遺物も多量に出土し、新たな
調査成果が増加しています。
長岡京には、中山修一先生をはじめ、多くの研究者によって築かれた研究成果が蓄積されていま
す。これをもとに近年の成果を加えて、遷都から廃都まで長岡京10年の歴史とその背景について
概説します。
10/1（土） 第１回 「長岡京遷都の背景と10年の歴史」
10/15（土） 第２回 「宮・京の施設と構造」
10/29（土） 第３回 「廃都とその後の長岡京」（各回講師

当財団職員）

向日市文化資料館２階研修室

抽選で40名

少しでもせまることができたらと考えています。

14：00〜16：00

無料

なぜなら、この名称を冠する地域では、古墳時代出現期の豪族居館にはじまり、継体天皇の近臣

事前申し込み必要（詳細はＨＰ・チラシで）

「物集女（もずめ）」は歴史的のどのような地域であったのか。今回の展示会では、この問いかけに

が埋葬された前方後円墳、桓武天皇の離宮、淳和天皇の葬送地、鎌倉・室町時代の天皇菩提所が設
けられ最後には西岡衆の中世城館として物集女城が出現するなど、じつに長期にわたって列島
中央の政治権力と密接な関係を維持してきた、希有な地域だからです。
時代を超えて「物集女」が果たした歴史的役割について、発掘調査の成果を通じて具体的に描く
ことを目指したいと思います。
10：00〜18：00

（入館は17：30まで）
無料
9/12（月）・20( 火 )・26( 月 )、10/3( 月 )・4( 火 )・11( 火 )・17( 月 )

令和四年度調査研究成果展講演会
抽選で40名

14：00〜16：00

無料

抽選で40名

14：00〜16：00

無料

事前申し込み必要（詳細はＨＰ・チラシで）
阪急京都線東向日駅から徒歩約8分、ＪＲ京都線向日町駅から徒歩約15分

075-931-3841
向日市文化資料館

11/5（土）〜12/18（日）

特別展「向日市教育150年記念学校展」
10：00〜18：00 （入館は17：30まで）

阪急京都線東向日駅から徒歩約8分、ＪＲ京都線向日町駅から徒歩約15分

11/7（月）
・14( 月 )・21( 月 )、28( 月 )、12/1( 木 )・5( 月 )・12( 月 )

075-931-3841

大阪歴史博物館

9/7（水）〜11/14（月）

８階 特集展示室

特集展示
「新発見！なにわの考古学2022」
令和2年度〜3年度を中心に、大阪市内における発掘調査の最新成果を遺物と写真パネル
で紹介します。
毎週火曜日

9：30〜17：00（入館は閉館30分前まで）
常設展示観覧料でご覧いただけます

大阪歴史博物館

４階 講堂

「大阪の歴史を掘る2022」講演会
特集展示「新発見！なにわの考古学2022」の関連行事として、大阪市内における最新の発
掘調査成果に加え、近世大坂の墓制について紹介します。
① 大庭 重信
（大阪市文化財協会 学芸員）
「大阪市内の発掘調査成果 −令和3年度を中心に−」
② 木下光生氏（奈良大学 教授）
「近世大坂における火葬と土葬 −梅田墓発掘の意義−」
Webによる事前申込（定員180名）
13：30〜16：30
500 円
Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」駅2号・9号出口

大阪シティバス「馬場町」バス停前

06-6946-5728

大阪歴史博物館
10/15(土)

高安コミュニティーセンター(資料館となり)

特別展記念講演会1

さいご

平林章仁氏(元龍谷大学教授)
13：30〜15：00

向日市文化資料館

075-931-1182
八尾市立埋蔵文化財調査センター

6/15（水）〜9/25（日）

夏季企画展
「八尾を掘るー令和3年度市内発掘調査成果展ー」
令和3年度の市内遺跡発掘調査の主な成果を出土品や写真パネルで紹介します。
9：00〜17：00(入館は16：30まで)

無料

40年の軌跡」

八尾市文化財調査研究会設立40周年を記念し、八尾市内の主要な遺跡・遺物を紹介します。
9：00〜17：00(入館は16：30まで)
無料
土・日・祝日、12/29( 木 ) 〜 1/3( 火 )
( 但し 10/23( 日 )、11/12( 土 )・13( 日 )、令和 5 年 1/22( 日 ) は開館 )

11/19(土)

久宝寺遺跡・東郷遺跡界隈

歴史考古ハイキング
「第10回

八尾・考古学散歩」

久宝寺遺跡〜東郷遺跡の主な発掘調査地点を廻り、主に寺内町形成以前の遺跡の様子を
現地でお伝えします。
10：00〜15：00
20名
資料代200円

7/23（土）〜10/10（月・祝）

高安コミュニティーセンター(資料館となり)

特別展記念講演会2

「考古学からみた河内と大和の物部氏」

事前申込(10/15(土)〜)

秋季企画展
「八尾を掘る

八尾市立埋蔵文化財調査センター

200円

中久保辰夫氏(京都橘大学准教授)
13：30〜15：00

八尾市立埋蔵文化財調査センター

9/28(水)〜令和5年2/17(金)

近鉄大阪線八尾駅下車、近鉄バス住道・萱島行にて「西郡西口」下車、北東へ徒歩約2分

24名

事前申込(10/3(月)〜)

072-994-4700
旧田中家鋳物民俗資料館

ちょこっと展
「くらしの中の○△□」
9:30〜17：00

無料

関連イベント

24名

学芸員こぼれ話
土間トーク

200円

近鉄信貴線「服部川」駅下車、徒歩10分

八尾市立歴史民俗資料館

阪急京都線東向日駅から徒歩約8分、ＪＲ京都線向日町駅から徒歩約15分

事前申込(11/１(火)〜) ※詳細は下記の埋文センターまでお問い合わせください。

「物部守屋の最期」

11/3(木・祝)

無料

土・日・祝日 ( 但し 7/17( 日 )、9/25( 日 ) は開館 )

9/11（日）

講師

向日市文化資料館２階研修室

事前申し込み必要（詳細はＨＰ・チラシで）

（公財）向日市埋蔵文化財センター

講師

10/22（土）「発掘遺構から見た平安時代の庭園」
鈴木久男氏（京都産業大学日本文化研究所客員研究員）

（公財）向日市埋蔵文化財センター

10/2（日）「西岡の中世城館と物集女城」 中井 均氏（滋賀県立大学名誉教授）
向日市文化資料館２階研修室

令和四年度市民考古学講座講演会

072-941-3601

9月11日（日）13：30〜15：00
10月2日（日）14：00〜14：20

旧田中家鋳物民俗資料館

旧田中家鋳物民俗資料館

050-7105-8097

５

7/29(金)〜10/3(月)

八尾市立歴史民俗資料館

企画展
「着物ー辻合コレクションよりー」
ミュージアムトーク9/4(日)13：00〜1時間程度(要事前申込：8/15(月)〜)
大人 220 円、高・大生 110 円、中学生以下無料 ( その他減免あり )
団体20名以上は観覧料半額 9/4は資料館へ行こう！の日で観覧料無料
火曜日、8/12( 金 )、9/26( 月 )

八尾市立歴史民俗資料館

10/8(土)〜11/28(月)

公益財団法人八尾市文化財調査研究会発足40周年・
八尾市立歴史民俗資料館開館35周年記念特別展

「八尾の古代氏族−物部氏−」

(要事前申込：9/15(木)〜、10/15(土)〜)
大人 330 円、高・大生 160 円、中学生以下無料 ( その他減免あり )
団体 20 名以上は観覧料半額
10/9( 日 )、11/6( 日 ) は資料館へ行こう！の日で観覧料無料
火曜日、祝日の翌日 (11/4( 金 )、11/24( 木 ))
近鉄信貴線「服部川」駅下車、徒歩10分

072-941-3601
八尾市立歴史民俗資料館

ファミリー体験講座
「楽しいボード織り！」
14：15〜15：00頃まで

親子6組

事前申込(８/15(月)〜)

無料

9/17(土)・18日(日)

「河内木綿まつり」
10：00〜16：00

各イベントによる

事前申込が必要なイベントもあり

イベント内容による

八尾市立歴史民俗資料館

10/9(日)

ファミリー体験講座
「滑石の勾玉をつくろう！」
14：15〜15：00頃まで

親子6組

事前申込(9/15(木)〜)

無料

特別展示室

講演会ほか

第２回 【集落をめぐって】 〈申し込み締め切り：8/20〉
9/3（土） 「弥生集落論の再構築」
浜田晋介氏（日本大学文理学部 教授）
「列島の弥生集落はなぜ多様なのか？」
若林邦彦氏（同志社大学歴史資料館 教授）
第３回 【農耕をめぐって】 〈申し込み締め切り：9/3〉
9/17（土） 「栽培植物からみた弥生型農耕の系譜」
中山誠二氏（帝京大学文化財研究所 客員教授）
「西日本の弥生時代水田稲作と畠作農耕」
大庭重信氏（大阪市文化財協会 調査課課長代理）
博物館１階ホール

各日13：30〜16：00（開演30分前より受付開始）

各110名

無料

※但し、当日入館料は必要

往復はがき等による事前申し込みが必要（第2回：8/20、第3回：9/3〆切）

博物館2階特別展示室

11：00、14：00の2回（1時間程度）

不要

無料

※但し、当日入館料は必要

禰冝田佳男館長が、魏志倭人伝をテーマに講義を展開します。
倭人伝に記された国々を考古学成果からどう読み解くのか？
第6講 9/1（木）
南して
「投馬国」
第7講 9/15（木）
女王に属せず「狗奴国」
第8講 9/29（木） 「狗邪韓国」
・・・
「邪馬台国」
そして、
まとめ
14：30〜16：00（開演30分前より受付開始）

博物館1階ホール

ホール80名、サロン（モニター視聴）30名

ファミリー体験講座
「綿繰りをしよう！」
14：15〜15：00頃まで

親子6組

事前申込(10/15(土)〜)

無料

やよいミュージアムコンサート

Vol.7「Autumn is coming to 弥生」

鎌田晶子（サクソフォン）、清水真（クラリネット）、吉田寿美子（ピアノ）、岡本祐輝（パーカッ
ション）による、朧月夜（岡野貞一）
・タンゴ（アルベリス）
・ヴァカンス（ダマーズ）ほかの演奏
をお楽しみください。
博物館1階エントランス
14：00〜15：30
無料

70席予定

9：00〜17：00(入館は16：30まで)
近鉄信貴線「服部川」駅下車、徒歩10分

072-941-3601

八尾市立歴史民俗資料館
8/23（火）〜9/4（日）

大阪府立弥生文化博物館

ミニギャラリー
「第2回Kidʼs考古学新聞コンクール」
第２回Kidʼs考古学新聞コンクールの入賞作品を紹介する展覧会、大阪会場です。展示作
品は31点でいずれも力作揃い、子どもたちの自由で豊かな発想力・想像力によって、考古
学のナゾや不思議を解き明かしています。子どもから大人まで、読みごたえ・見ごたえたっ
ぷりの新聞をぜひご覧ください。
無料

※但し、当日入館料は必要

大阪府立弥生文化博物館

9/13（火）〜9/30（金）

ミニギャラリー
「伝統工芸のわざ

鋳金」

伝統工芸を支える技術をわかりやすく紹介するパネル展です。数ある伝統工芸の技術の中
から
「鋳金」を紹介します。伝統工芸のわざの世界に触れてみてください
無料

8/16（火）〜9/11（日）

※但し、当日入館料は必要

大阪府立中央図書館

「卑弥呼の時代を描こう」絵画コンテスト
火〜金：9：00〜19：00、土・日・祝：9：00〜17：00

無料 ※当日入館料は必要

往復はがき等による事前申し込みが必要

9/11（日）

八尾市立歴史民俗資料館

11/6(日)

無料（入館無料）

毎週月曜日（祝・休日のときはその翌日を振替休館）、毎月第２木曜日

6

博物館

木曜大学大学院

複数の団体が市内各所でそれぞれイベントを行います。

9/23（金・祝） 14：00〜16：00 実演講演会
博物館エントランスホール

新たな発見の続く南関東の弥生文化を、農耕の導入から社会の発展、海をめぐる活動、さらに
後期の変化と地域間交流といった多彩なトピックを盛り込みながら多角的に紹介する。
これま
で西日本をベースに構築されてきた弥生文化のイメージに対して、近年、関東をフィールドと
する研究者から新たな問題提起がなされ、話題となった。展示の中でその主張のベースを掘
り下げることも目指したい。あなたの弥生観は、きっと大きくゆさぶられる。

9/10（土） 展示解説

八尾市立歴史民俗資料館その他市内各所

博物館エントランスホール

「南関東の弥生文化−東からの視点−」

夏季特別展

八尾市立歴史民俗資料館

大阪府立弥生文化博物館

夏季特別展

一般650円【520円】
、65歳以上・大学・高校生450円【360円】
、中学生以下・障がい者手帳を
お持ちの方（介助者1名含む）は無料、
【 】内は20名以上の団体料金

ミュージアムトーク10/9(日)、11/6(日)13：00〜1時間程度

9/4(日)

7/16（土）〜9/19（月・祝）

※但し、当日入館料は必要

9/17（土）

子どもファーストデイ
「弥生の米つき体験」
大阪府教育委員会が実施する「こころの再生」府民運動「子どもファーストデイ」参加企画。
子どもとのコミュニケーションを深めるきっかけづくりを応援します。
14：00〜15：30
無料

※当日入館料は必要。但し、
まいど子でもカード持参の場合は入館無料

泉大津市立池上曽根弥生学習館

10/1（土）

弥生時代講座「聞いてなっとく弥生の世界」

遺跡・遺物からみた弥生時代研究

第２回：
「玉の流通にみる地域間関係」
谷澤亜里氏（奈良文化財研究所 都城発掘調査部
14：00〜16：00

70名

研究員）

無料（入館無料）

往復はがき等による事前申し込みが必要、応募締切は9/17（土）
※受付は大阪府立弥生文化博物館まで
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日が休館）
一般310円、65歳以上・大学・高校生210円、中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方
（学校教育で入館の場合は無料・要事前申し込み）
（介助者1名含む）は無料、
【電車】JR阪和線「信太山」駅下車 西へ約600ｍ、南海本線「松ノ浜」駅下車 東へ約1500ｍ
【自動車】国道26号「池上町」交差点南西角 普通車72台、大型バス7台（いずれも無料）

大阪府立弥生文化博物館

0725-46-2162

日本民家集落博物館

9/17（土）〜9/19（月・祝）

9/17（土）〜12/11（日）
秋季企画展

「秋の敬老フェア」

「ぜんこく縦断！郷土玩具展」

65歳以上の方は、入館料半額（250円）
で入館いただけます。

当館では、大阪をはじめ、全国各地様々な郷土玩具を所蔵しています。現在では、触れること
の少なくなった郷土玩具は、その地域の風土や暮らし、信仰や伝統を反映し、職人の手により

9/17（土）〜9/25（日）

様々な願いが込められ一つ一つ丁寧につくられています。本企画展では、全国各地の郷土玩

「能・狂言面展」

具を展示し、地域の風土や暮らし、信仰や伝統などのその土地ならではの魅力に触れ、玩具を

遊創工房による、
さまざまな能面と狂言面の作品をお楽しみください。
日向椎葉の民家

通して人々の願いを見ていきたいと思います。

秋季企画展

「ケーナコンサート『アンデスのひとときを』」

11/6（日）

シエロ・ママチャによるフォルクローレの演奏会をお楽しみください。
日向椎葉の民家

「郷土玩具と民俗」

西連寺匠氏（帝塚山大学 講師）

地階研修室

14：00〜15：30

30名

無料

9/24（土）、10/29（土）、12/3（土） 展示解説
郷土玩具が生まれた地域の特色を交えながら展示解説を行います。

10/1（土）〜10/23（日）

「企画展『みんかちゃんのカイコ日記』」
当館で6月〜7月上旬まで飼育した蚕の成長記録をご紹介します。

10/14（金）〜10/16（日）

「はたおり体験」

14：00〜14：30

なし

不要

①・②14:00〜15:30

地階研修室

SAORI豊崎長屋のご協力により、20分程度でミニティーマットが製作できます。
10：30〜15：30

１階特別展示室

企画展関連ワークショップ「郷土玩具をつくろう！」
① 11/5（土） 張り子でうさぎの置物をつくろう！
② 11/12（土） 起き上がり小法師をつくろう！
③ 11/19（土） 絵付けしよう！
秋季企画展「ぜんこく縦断！郷土玩具展」に合わせて、郷土玩具の中でもメジャーな張り子
細工の置物と、紙粘土で起き上がり小法師を作ります。

無料、当日入館料は必要

日向椎葉の民家

南部の曲家

記念講演会ほか

10月21日
（金）以降に受付開始予定、電話または直接当館窓口まで

無料、当日入館料は必要

13：00〜15：00

入館無料

１階特別展示室

無料、当日入館料は必要

9/25（日）

①・②は各15名

800 円、別途当日入館料が必要

③14:00〜16:00

③は①か②に参加した人のみ

無料

10/21（金）以降、電話または当館窓口まで

れきし館ワークショップ

10/15（土）

「みんかむかしの遊び体験」
館内の民家や広場で、コマ遊び・コマ作り、オカリナ作り、竹細工作り、
はたおり、着付け、昔話をきく体験を行います。併せて北摂の美味しいお店の出店や
グッズ販売も行ないます。詳細は、別途チラシ、HP、FBをご覧ください。
10：00〜16：00

館内全体

個別、別途当日入館料が必要

10/25（火）〜10/30（日）

「游心会書道展−智恵子抄を中心に−高村光太郎の世界」
高村光太郎の詩をさまざまな書体で書き綴る、游心会による書道展です。

日向椎葉の民家・摂津能勢の民家・大和十津川の民家・南部の曲家

9/3（土） 「押絵ストラップをつくろう！」
「押絵」という技法の布細工で、かわいいストラップを作ります。
8/21（日）以降、電話または当館窓口まで
15名
9/17（土） 「紋切り遊びをしよう！」
江戸時代に始まったとされる、紙を折って型どおりに切り開いて模様を作る
遊びです。
不要
なし
10/1（土） 「画用紙でコマをつくろう！」
細長く切った画用紙を巻いて「京こま」風のコマを作ります。
9/21（水）以降、電話または当館窓口まで
15名
10/23（日）「ハロウィンガーランドをつくろう！」
フェルトでかわいいハロウィンの壁掛け飾りを作ります。
10/6（木）以降、電話または当館窓口まで
20名
地階研修室

無料、当日入館料は必要

無料

「城郭鑑賞の基礎知識 第7回 天守と櫓」

日本民家集落博物館

「はるか昔がちょっと昔にやってきました−弥生時代の道具−」
同じ農具でも、弥生時代と江戸時代にはどんな違いや共通点があるのか、見比べて、
感じていただける展示会です。
日曜日や祝日にはワークショップも開催します。

無料、当日入館料は必要

日向椎葉の民家

14：00〜15：30

9/4(日)

11/2（水）〜11/23（日）
大阪府立弥生文化博物館

泉佐野市立歴史館いずみさの

地階研修室

13：30〜15：00

8/21（日）以降、電話または当館窓口まで

30名
無料

11/3(木・祝)

「大阪の自由民権運動」

11/5（土）

「竹のつどい−尺八・筝・三弦演奏−」
河野玉山氏による、尺八を中心とした日本の伝統楽器による演奏会。
わかりやすい楽器の説明もあります。

地階研修室

13：30〜15：00

10/6（木）以降、電話または当館窓口まで

30名
無料

無料、当日入館料は必要

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日）
、毎月最終木曜日
（但し、祝日の場合は翌日）
（9/20.26.29、10/3.11.17.24.27.31、11/7.14.21.24.28、12/5）

北大阪急行電鉄（Osaka Metro御堂筋線接続）
「緑地公園」駅下車 西口を出て約1ｋｍ

南海泉佐野駅下車より1.6 km（徒歩約20分）
南海泉佐野駅より大阪体育大学行き南海バス泉佐野市役所前下車、徒歩約5分
ＪＲ熊取駅下車より1.9 km（徒歩約25分）
南海泉佐野駅より、
いずみさのコミュニティバス
（無料）
泉佐野市役所前下車徒歩5分
【自動車】国道26号線 市役所前交差点北入る最初の信号右折、次の信号を左折

13：30〜15：30

日向椎葉の民家
9：30〜17：00

※但し、入館は16：30まで

大人 500 円・高校生 300 円・小中学生 200 円
毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

日本民家集落博物館

06-6862-3137

入館無料

泉佐野市立歴史館いずみさの

072-469-7140
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7/30（土）〜9/25（日）

大阪府立近つ飛鳥博物館

夏季特別展

「献ずる器−横穴式石室を彩るものたち−」
装飾付須恵器を中心として、横穴式石室から出土する土器が何を語るのかを考えます。

博物館地階

特別展示室

10：00〜17：00（入館は16：30まで）

一般650円
【520円】
、65歳以上・大学・高校生450円
【360円】
、中学生以下・障がい者手帳を
お持ちの方（介助者1名含む）は無料、
【 】内は20名以上の団体料金

夏季特別展

講演会ほか

無料

※但し、当日入館料は必要

往復はがきによる事前申込が必要、10：00より1階受付にて入場整理券を配付
9/24（土） 土曜講座「一須賀古墳群と献ずる器」
14：00〜15：00
博物館地階ホール

島崎久恵（当館総括学芸員）

100名

200円（当日入館のリーフレット、
もしくは年間パスポートの提示で無料）
8/7（日）
、8/27（土）、9/11（日）、9/23（金・祝） 展示解説
14：00〜14：30
博物館地階 特別展示室

「交流・交通の結節点−大和川と船橋・国府遺跡−」

船橋・国府遺跡を中心に、
これまでの研究成果を踏まえつつ、大和川流域、中河内地域などの
視点から、各時代でこの地域がどのような移り変わりをみせるのか考えます。

特別展示室

10：00〜17：00（入館は16：30まで）

一般430円
【340円】
、65歳以上・大学・高校生330円
【260円】
、中学生以下・障がい者手帳を
お持ちの方（介助者1名含む）は無料、
【 】内は20名以上の団体料金

秋季企画展

「丹波焼誕生ーはじまりの謎を探るー」
日本六古窯の一つとして知られる丹波焼。その始まりについては長らく謎に包まれていま
した。その解明のきっかけとなった三本峠北窯跡出土資料の調査成果をふまえて、他地域
産の刻画文陶器も紹介しながら、刻画文陶器と丹波焼の成立について考えます。

月曜日（祝・休日の場合は翌平日）
大人500円、大学生400円、高校生以下無料（20名以上は団体割引有）

関連講演会
10/8（土）「三本峠北窯跡の発掘調査」 （申込期間：8/9〜9/20）
大槻 伸氏（元丹波古陶館）
10/15（土）
「丹波焼の歴史」 （申込期間：8/16〜9/27）
河野克人氏（元丹波篠山市教育委員会）
10/29（土）
「やきものに描かれたもよう」 （申込期間：8/30〜10/11）
梶山博史氏（中之島香雪美術館）
11/12（土）
「刻画文陶器と中世のやきもの」（申込期間：9/13〜10/25）
松岡千寿氏（兵庫県立考古博物館）
兵庫県立考古博物館

10/22（土）〜12/18（日）
知りたイヌ
公益財団法人大阪府文化財センター設立50周年記念・令和４年度秋季企画展

博物館地階

秋季特別展

9：00〜17：00（有料ゾーンへの入場は9：30から閉館の30分前まで）

9/4（日） 「献ずる土器にこめられた2つの祈り−土器使用儀礼にみられる二相の死生観−」
寺前直人氏（駒沢大学文学部教授）
9/18（日） 「装飾付須恵器にみる古墳のまつり」
山田邦和氏（同志社女子大学現代社会学部教授）
各日13：30〜15：00
博物館地階ホール
各100名

兵庫県立考古博物館 特別展示室

10/1（土）〜11/27（日）

講演会ほか

詳細については、お手数ですが、ホームページ等でご確認ください。

無料

各72名（予約制）

ＪＲ「土山」駅南出口から「であいのみち」を徒歩15分
山陽電車「播磨町」駅から喜瀬川に沿って徒歩25分

兵庫県立考古博物館 学芸課

079-437-5562

・博物館ホームページからの申し込み ※応募多数の場合は抽選
・往復はがき
以下の①〜④を記入し、学芸課までお送りください。
①開催日・講演会名 ※１枚につき１講演のみ
②名前・年齢（１枚につき１名）③住所
④電話番号（当日連絡のつく番号）
講演会申し込み
送付先（往信）〒675-0142 兵庫県加古郡播磨町大中1-1-1
兵庫県立考古博物館 学芸課

各種講座
9/10（土）、10/8（土）、11/12（土） 入門講座「もっと知りたい『近つ博』」
常設展示で紹介する内容を、学芸員がさらにわかりやすく、深く解説する基礎講座です。
9/24（土）、10/22（土）、11/26（土） 土曜講座「オーサカ発 調査研究最前線」
発掘調査の新発見や、展覧会にともなう研究成果をお話しする講座です。
200円（当日入館のリーフレット、
もしくは年間パスポートの提示で無料）
9：45〜17：00（入館は16：30まで）
毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日が休館）
一般310円、65歳以上・大学・高校生210円、中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方
（介助者1名含む）は無料、
（学校教育で入館の場合は無料・要事前申し込み）
近鉄長野線「喜志」駅下車、金剛バス阪南線にご乗車「近つ飛鳥博物館前」停下車
近鉄長野線「富田林」駅下車、金剛バス石川線にご乗車「近つ飛鳥博物館前」停下車

大阪府立近つ飛鳥博物館

0721-93-8321

辰馬考古資料館

6/11（土）〜9/４（日）

夏季教室展
「考古学の動物園」
10:00〜16:30

一般 200 円、敬老・大学生 100 円

月曜日 ( 祝日の場合は翌日 )

阪神本線
「香櫨園」
駅から北に徒歩2分、
JR神戸線
「さくら夙川」
駅から徒歩7分
阪急神戸線
「夙川」
駅から南に徒歩10分

(公財）辰馬考古資料館

0798-34-0130
辰馬考古資料館

10/8
（土）
〜12/4（日）

秋季展
「材質と技法ー製作痕の観察から」
10:00〜16:30

一般 200 円、敬老・大学生 100 円

月曜日 ( 祝日の場合は翌日 )
阪神本線「香櫨園」駅から北に徒歩2分、JR神戸線「さくら夙川」駅から徒歩7分
阪急神戸線「夙川」駅から南に徒歩10分

(公財）辰馬考古資料館

10/29
（土）

0798-34-0130
西宮市教育文化センター

講演会
「銅鐸生産技術とその系譜」
講師：清水

邦彦氏（茨木市立文化財資料館学芸員）

ほったん

各日13：30〜15：00

講堂

兵庫県立考古博物館 体験学習室

古代体験講座
10/15（土）
「古代人の生活体験ー体験！古代の夜ー」
小学４年生以上
10/22（土）
「草花文の壺をつくろう」

（申込期間：8/15〜9/15）

5組（1組4名まで）
（予約制）

16：30〜19：30

1人300円
（申込期間：8/22〜9/22）

10：00〜15：00

15名（予約制）

小学４年生以上

800円

11/13（日）
「古代人の生活体験ー挑戦！弥生の昼ごはんー」

（申込期間：9/13〜10/13）

10：30〜14：00

7組（1組4名まで）
（予約制）

小学４年生以上

1人300円

11/20（日）遺跡ウォーク「西脇市の遺跡散策ー緑風台窯址と周辺の史跡をめぐるー」
（申込期間：9/20〜10/20）
10：10〜15：00

25名（予約制）

中学生以上

500円

ＪＲ「土山」駅南出口から「であいのみち」を徒歩15分
山陽電車「播磨町」駅から喜瀬川に沿って徒歩25分

兵庫県立考古博物館 学習支援課

079-437-5564

・博物館ホームページからの申し込み ※応募多数の場合は抽選
・往復はがき
以下の①〜④を記入し、学習支援課までお送りください。
①開催日・講座名 ※１枚につき１講座のみ
②名前・年齢（全員分４名まで）③代表者住所
④電話番号（当日連絡のつく番号）
体験講座申し込み
送付先（往信）〒675-0142 兵庫県加古郡播磨町大中1-1-1
兵庫県立考古博物館 学習支援課

10/25（火）〜11/28（月）

天理大学附属天理参考館

天理図書館 開館92周年記念展
「中国古典名品展」
9:30〜16:30（入館は16:00まで）
大人500円、団体（20名以上）400円、小・中・高生300円
JR万葉まほろば線・近鉄天理線「天理」駅下車、徒歩約20分。
西名阪自動車道[天理IC]より南へ約3㎞。※期間により駐車を制限する場合があります。

天理大学附属天理参考館
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0743-63-8414

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

10/8（土）〜12/4（日）

秋季特別展
「宮廷苑池の誕生〜飛鳥京跡苑池から日本庭園へ〜」
月曜日
（祝日の場合はその翌日）

9:00〜17:00（最終入場16:30）

大人 800 円（500 円）、大学・高校生 450 円（350 円）、小・中学生 300 円
（250 円）※（ ）内は 20 名以上の団体料金
秋季特別展
「宮廷苑池の誕生〜飛鳥京跡苑池から日本庭園へ〜」研究講座
10/16（日）
11/ 6（日）

鈴木一議（当研究所・指導研究員）
林部 均氏（国立歴史民俗博物館・教授）
鶴見泰寿（当研究所・資料係長）
田島 公氏（東京大学史料編纂所・教授）
無料

各日13：00〜16：00（開場は12：00）

300名

不要

秋季特別展
「宮廷苑池の誕生〜飛鳥京跡苑池から日本庭園へ〜」特別講演会
11/23（水・祝） 本中 眞氏（独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所・所長）
青柳正規（当研究所・所長）
奈良県社会福祉総合センター・大ホール

無料

13:00〜16:30

550名

不要

近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車、
東へ徒歩約3分

秋季特別展
「宮廷苑池の誕生〜飛鳥京跡苑池から日本庭園へ〜」列品解説
10:30〜11:00

不要

大人 800 円（500 円）、大学・高校生 450 円（350 円）、小・中学生 300 円
（250 円）※（ ）内は 20 名以上の団体料金
近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車、
西へ徒歩約5分
近鉄南大阪線「橿原神宮前」
駅下車、
北へ徒歩約15分

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

0744-24-1185

歴史に憩う橿原市博物館

『「怖い」に立ち向かえ』

9：00〜17：00（入館受付は16：30まで）
大人300円、高・大200円、小・中100円

未就学児無料

近鉄橿原線「橿原神宮前」駅西出口より奈良交通バス「イオンモール橿原」または
「古作・観音寺」
「近鉄御所駅」行き、
「川西」バス停下車すぐ

歴史に憩う橿原市博物館

0744-27-9681
歴史に憩う橿原市博物館

11/19（土）〜令和5年1/29（日）

秋季特別展

『壬申の乱1350年

日本爆誕！壬申の役』
（仮）

9：00〜17：00（入館受付は16：30まで）
大人300円、高・大200円、小・中100円

未就学児無料

近鉄橿原線「橿原神宮前」駅西出口より奈良交通バス「イオンモール橿原」または
「古作・観音寺」
「近鉄御所駅」行き、
「川西」バス停下車すぐ

歴史に憩う橿原市博物館

0744-27-9681
歴史に憩う橿原市博物館

夏季企画展関連体験イベント

「柿渋染めで手ぬぐいを染めよう」

開催日

9/3（土）
9：30〜12：00

申込締切

20名
8/24（水）必着

500円（材料費）
※申込方法は下記

秋の体験学習イベント
「色を育てる・染める・使うーどんぐりで麻ふきんを染めるー」
開催日

20名

10/10（月祝）
9：30〜12：00

申込締切

9/27（火）必着

500円（材料費）
※申込方法は下記

往復はがきにイベント名・参加希望者全員の氏名（保護者同伴の場合は保護者名
も明記）
・年齢（未就学児・小学生のみ）
・住所・電話番号を記入の上、歴史に憩う橿
原市博物館（〒634-0826奈良県橿原市川西町858-1）
まで。
近鉄橿原線「橿原神宮前」駅西出口より奈良交通バス「イオンモール橿原」または
「古作・観音寺」
「近鉄御所駅」行き、
「川西」バス停下車すぐ
問合せ・申し込み

歴史に憩う橿原市博物館

9:00〜17:00（最終入場16:30）

月曜日（祝日の場合はその翌日）

「大和を掘る37−2018〜2021年度発掘調査速報展」土曜講座
慈明寺遺跡、四条シナノ遺跡、藤原京右京四・五条八・九坊」
内藤元太（当研究所）
石坂泰士氏（橿原市文化財保存活用課）
「橿原市 本薬師寺跡」
木場幸弘氏（高取町教育委員会）
「高取町 清水谷遺跡」
鈴木朋美（当研究所）
9/10（土）
「橿原市 土橋遺跡（小槻遺跡）」
「御所市 出屋敷北十三遺跡、今出遺跡」 金澤雄太氏（御所市教育委員会）
西浦 熙（当研究所）
「御所市 中西遺跡、今出遺跡」
「明日香村 牽牛子塚古墳、越塚御門古墳」 西光慎治氏（明日香村教育委員会）
鈴木一議（当研究所）
「明日香村 小山田古墳」
奈良県立橿原考古学研究所 講堂

無料

各日13：00〜16：00（開場は12：00）

300名

0744-27-9681

不要

近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車、西へ徒歩約5分
近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅下車、北へ徒歩約15分

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館特別展示室

夏季企画展

37回目となる今回は、2018〜2021年度に発掘調査された遺跡のなかから約60遺跡を選び、
出土遺物・調査写真パネルを展示いたします。奈良県における最新の発掘調査の成果を多く
の方々にご覧いただき、豊富な文化財を確認するとともに、奈良県の魅力を知っていただき
たいと思います。

9/3（土）「橿原市

近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車、
西へ徒歩約5分
近鉄南大阪線「橿原神宮前」
駅下車、
北へ徒歩約15分

7/16（土）〜9/19（月・祝）

「大和を掘る37−2018〜2021年度発掘調査速報展」

大人 400 円（350 円）、大学・高校生 300 円（250 円）、小・中学生 200 円
（150 円）※（ ）内は 20 名以上の団体料金。

奈良県立橿原考古学研究所 講堂

10/15(土)、11/5(土)、11/26(土)

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

〜9/11（日）

0744-24-1185

令和5年1/11（水）必着

第6回考古学写真甲子園
「古墳のある風景をとろうⅣ」
応募票に必要事項を記入し、
プリントした作品の裏に貼り付けて
郵送または持参対象は学生。詳細はHPをご覧いただくか、お問い
合わせください。

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

0744-24-1185

10/29（土）〜12/25（日）

香芝市二上山博物館

香芝市二上山博物館開館30周年記念特別展

「大和五位堂鋳物師の展開

藤原定次

−五位堂鋳物師 津田家の新発見資料から−」

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
一般350円【300円】
、大学・高校生200円【150円】
、中・小学生150円【100円】
【 】内は20名以上の団体料金

特別展

記念講演会

11/20（日） 「大和五位堂鋳物師とは 新発見の津田家資料から」
奥田 昇氏（香芝市教育委員会文化財課長）
12/4（日） 「大和五位堂鋳物師の展開」
吉田 栄治郎氏（（公財）郡山城史跡・柳沢文庫保存会研究員）
ふたかみ文化センター２階

第１〜３会議室

14：00〜16：00

各80名

参加料無料

事前申込制 （詳しくは、二上山博物館HPをご覧ください）
近鉄下田駅下車、西へ徒歩約8分。あるいは、JR香芝駅下車、西へ徒歩約12分

香芝市二上山博物館

0745-77-1700
真言律宗元興寺 法輪館

10/22（土）〜11/13（日）
令和4年度秋季特別展
「開創400年記念

袋中上人と山の寺念仏寺」

本展覧会では、念仏寺所蔵文化財調査の最新成果を踏まえ、袋中上人ゆかりの名宝によって奈良における
その足跡をたどるとともに、鎮守源九郎稲荷社への信仰の高まりや念仏寺境内にあった「開化天皇陵」の
当時の様子など都市奈良のなかでの念仏寺の歩みをとりあげ、歴史都市奈良に紡がれてきた重層的な浄
土信仰の一端を紹介します。
9:00〜17:00（入山は16：30まで）

大人600円、中高生300円、小学生100円

近鉄奈良駅下車、徒歩15分。JR「奈良」駅下車、徒歩15分。
奈良交通 市内循環「田中町（ならまち南口）」下車徒歩約8分
天理駅・下山・窪之庄行「福智院町」下車徒歩約5分

（公財）元興寺文化財研究所

0742-23-1376（平日9：00〜17：00）

9

わかやま歴史館 ２階 歴史展示室

7/26（火）〜9/5（月）

〜紀州徳川家から養子入りした家老〜
「三浦為修」
9:00〜17:30 （入館17:00まで)

大人 100 円、中学生以下無料

会期中は無休
JR 和歌山駅よりバスにて「市役所前」下車。南海和歌山市駅より徒歩 10 分。

和歌山城整備企画課

073-435-1044（平日のみ）
和歌山県立紀伊風土記の丘

9/3（土）

10：00〜16：30

入館料 + 初回 350 円

中学生以上

8/19( 金 )13：00〜電話または資料館受付

15 名

バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

073-471-6123
和歌山県立紀伊風土記の丘

9/11（日）

カラー勾玉づくり
13：30〜15：30

企画展

発掘された江戸時代の暮らし

和歌山市立博物館

073-432-0003
和歌山県文化財センター 1 階ミニギャラリー

9/1（木）〜12/2（金）

遺跡や遺物のペーパークラフトや、そのモデルとなったものを紹介パネルで展示します。
ペーパークラフトの世界から考古学に触れてみませんか ?
無料

9:30〜17:00
土曜日・日曜日・祝祭日

バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

（公財）和歌山県文化財センター

30 名

入館料 +400 円

8/26( 金 )13：00〜電話または資料館受付
バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

和歌山県立紀伊風土記の丘

073-471-6123

学芸員講座④（岩橋千塚⑲）
「岩橋千塚古墳群の竪穴系埋葬施設ー前山 A100・111 号墳の発掘調査ー」
金澤 舞（当館学芸員）
「埋葬儀礼からみた岩橋型横穴式石室」
上村 緑（当館学芸員）
13：30〜15：30

和歌山県立紀伊風土記の丘 資料館

秋期特別展

「紀氏、大地を開く−宮井用水と耕地開発−」

073-472-3710
和歌山県立紀伊風土記の丘 研修室

9/18（日）

小学生以上

10/1（土）〜12/4（日）

一般・大学生 100 円、高校生以下無料

9:00〜17:30（入館16:30まで)

月曜日、祝日の翌日 ※月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館
南海和歌山市駅から南西へ徒歩５分。

考古学ペーパークラフトコレクション
（関西編）

岩橋千塚の実物大埴輪を作ろう②

和歌山県立紀伊風土記の丘

和歌山市立博物館

9/17（土）〜10/16（日）

入館料 + 資料代

バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

和歌山県立紀伊風土記の丘

073-471-6123

9:00〜16:30（入館は16：00まで）
一般 360 円 ( 団体 290 円 ) 大学生 220 円 ( 団体 160 円 )
( ) 内は 20 名以上の団体料金
高校生以下、65 歳以上、障がい者手帳をお持ちの方、県内在学中の外国人留学
生は無料 ( 要証明書 )
月曜日 ( 月曜日が祝休日の場合は次の平日 )

関連シンポジウム
10/16（日）「紀伊国造が築いた岩橋千塚古墳群と宮井用水」
講演「紀伊国造と大和王権」
寺西 貞弘氏（和歌山地方史研究会参与 )
報告「紀伊国造と岩橋千塚古墳群」
丹野 拓氏（和歌山県教育庁文化遺産課世界遺産班班長 )
報告「古代の用水路とその管理集団」
冨加見 泰彦氏（元和歌山県立風土記の丘 )
9/30（金）13：00〜電話または資料館受付
10/23（日）「古代・中世における和歌山平野の開発」

30 名

9/2（金）13：00〜電話または資料館受付

和歌山県立紀伊風土記の丘

埴輪づくり
10/8
（土）
、
10/15
（土）
、
10/22
（土）
、
10/29
（土）
11/5
（土）
、
11/12
（土）
、
11/19
（土）
、
11/26
（土）
13：30〜
小学生以上

入館料 +350 円
各回当日資料館受付にて

各回 30 名

バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

和歌山県立紀伊風土記の丘

073-471-6123

和歌山県立紀伊風土記の丘 研修室

11/12（土）

館長講座②

講演「和歌山平野の地形と土地開発」
「旅と博物館〜理想の博物館展示を求めて〜 シンガポール・タイ編」 中村浩道（当館館長）
額田 雅裕氏（元和歌山市立博物館館長 )
13：30〜15：30
入館料 + 資料代
30 名
報告「紀の川下流域における荘園の成立と展開−水をめぐる問題から−」
坂本 亮太氏（和歌山県立博物館主任学芸員 )
10/28（金）13：00〜電話または資料館受付
報告「大治 2 年塩入荒野の開発と中世宮井用水」
バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
田中 元浩（当館主査学芸員 )
約 20 分下車徒歩約３分
10/7（金）13：00〜電話または資料館受付
和歌山県立紀伊風土記の丘
073-471-6123

11/6（日）「太田城水攻めと宮井用水」

講演「天正 13 年太田城水攻めの実像」
新谷 和之氏（近畿大学文芸学部文化･歴史学科准教授 )
報告「発掘調査成果から考える太田城と太田城水攻め」
大木 要氏（和歌山市文化振興課主任 )
報告「太田城水攻め堤と宮井用水」
藤藪 勝則氏 (( 公財 ) 和歌山市文化スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター企画員 )
10/21（金）13：00〜電話または資料館受付
11/20（日）「ここまでわかった古代の土木技術」
講演「古代治水灌漑の土木技術」
小山田 宏一氏（大阪府立狭山池博物館館長 )
報告「古市大溝の評価をめぐって」
河内 一浩氏（日本考古学協会会員 )
報告「宮井用水の起源と歴史」
田中 元浩（当館主査学芸員 )
11/4（金）13：00〜電話または資料館受付
和歌山県立紀伊風土記の丘 1 階ピロティ
13：30〜16：30
入館料 + 資料集代
60 名
バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

和歌山県立紀伊風土記の丘
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073-471-6123

和歌山市立博物館 コーナー展示

10/4（火）〜12/4（祝）

考古学からみた伊太祈曽盆地の歴史
一般・大学生 100 円、高校生以下無料

9:00〜17:30（入館16:30まで)
月曜日、祝日の翌日

※月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館

南海和歌山市駅から南西へ徒歩５分。

和歌山市立博物館

073-432-0003
和歌山県立紀伊風土記の丘

11/27
（日）

岩橋千塚の実物大埴輪を作ろう③
10：00〜16：30
中学生以上

入館料 + 初回 350 円
15 名

11/11( 金 )13：00〜電話または資料館受付
バス→ＪＲ和歌山駅東口より和歌山バス「紀伊風土記の丘」行
約 20 分下車徒歩約３分

和歌山県立紀伊風土記の丘

073-471-6123
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講師の案内で社寺や史跡を訪ねる

「臨地講座」を毎月２回開催！
どなたでもご参加できます。
近畿文化会事務局

（近鉄グループホールディングス株式会社 広報部内）

℡ 06-6775-3686
E メール kinbun＠rw.kintetsu.co.jp

近畿文化会

9：10 ～ 18：00（土日祝を除く）

