
3月

3月6日
　企画展撤収

　企画展が終了し，展示品やパネルを撤収し
ました。所蔵機関へ安全に返却するため，丁
寧に梱包をしました。

　

3月10日
　速報展展示

　文化財課発掘調査グループの担当者によっ
て，速報展の展示作業が行われました。

　

3月11日
　速報展オープン

　速報展「発掘された鈴鹿2016」が始まり
ました。2016年1月から12月に発掘調査を実
施した遺跡から出土した遺物を遺跡の写真と
ともに紹介します。通常の企画展等では使わ
れないような小さな破片なども展示してあり
ます。会期は6月18日までです。

3月11日
　ケルティックハープコンサート

　ケルティックハープコンサートを開催しま
した。会場からあふれるほど多くの方にお越
しいただきました。美しい旋律と繊細な表現
力は聴く人の心の中に自然の風景を浮かびあ
がらせ，その季節や空気の温度までも伝わっ
てくるほどでした。

　

3月16日
　資料返却

　企画展でお借りした資料を美術品輸送専門
車両に載せて各機関に返却に行きました。長
期間，貴重な資料をお貸しいただき，ありが
とうございました。

　

3月25日
　寺院官衙シリーズ講演会

　國學院大學准教授の青木敬先生をお招きし
て，寺院・官衙シリーズ「奈良の都の寺を掘
る　薬師寺の創建」を開催しました。東塔の
発掘調査の成果から移築に関する見解を丁寧
に説明していただきました。

3月26日
　バックヤードツアー

　夏休みに開催した体験発掘参加者を対象と
した展示解説・バックヤードツアーを開催し
ました。普段見ることのできない作業スペー
スや収蔵庫を見学しました。整理室では洗浄
作業が終了したばかりの国府跡出土の瓦を実
際に触れてその重さを実感していただきまし
た。

　

３月２８日
　資料貸出

　奈良県立橿原考古学研究所附属博物館で開
催される「新作発見！弥生絵画―人・動物・
風景―」で展示するため，上箕田遺跡・十宮
古里遺跡出土の絵画土器をお貸ししました。
会期は4月22日～6月18日です。

　

　
　
　
　

2月

2月3日
　とんぼ玉つくり

2月7日
　CTY取材

2月19日
　入門講座



　とんぼ玉作りの体験講座を開催しました。
とんぼ玉は全く同じ文様のものはできませ
ん。皆さん，世界にひとつだけの素敵なとん
ぼ玉が仕上がっていました。

　

　ケーブルテレビのCTYさんに取材していた
だきました。職業体験でCTYを訪れている中
学生も一緒でした。　

　

　　亀山市歴史博物館の学芸員中川さんをお
招きして，博物館入門講座「文字から探る古
代の鈴鹿郡」を開催しました。今回は考古資
料ではなく，和歌や物語などを含めた文献資
料から古代の鈴鹿についてわかりやすくお話
していただきました。

2月2日
　資料貸出

　富山県にある高志の国文学館で開催される
『大伴家持生誕1300年記念企画展「官人 大
伴家持－困難な時代を生きた良心」』のた
め，伊勢国府跡出土品を貸し出しました。家
持は天平12（740）年に聖武天皇の行幸に従
いこの地を訪れ，また宝亀7（776）年には
伊勢守として赴任しています。

　

2月20日
　梅がちらほら

　博物館の梅が咲き始めました。

　

2月24日
　文化庁調査官視察

　文化庁調査官が視察のため来館されまし
た。短時間でしたが史跡や出土遺物の活用に
ついて多くのことをご指導いただきました。

2月26日
　博物館春まつり

　

　弓矢体験

　

　

　
　木製ベンチ

　

　ストーンアート

　

　

　焼き杉壁掛けつくり

　

　

　おなじみ火起こし

　春まつりを開催しました。大人気の勾玉・弓矢・火起こし体験をはじめ，今年は焼き杉の壁掛け作りも実施しました。暖かな天候の中，家族みんな
で楽しく作製に熱中していました。AGFの協力によるコーヒー・紅茶のふるまいやハンバーガーの販売，ホールコンサートなど盛りだくさんのイベン
トとなりました。工事が完了したばかりの歴史公園の休憩施設やみえ森と緑の県民税交付であつらえた木製ベンチのお披露目も行われました。

1月

1月1日
　新年の展示

1月11日
　資料借用

1月14日
　入門講座



　今年は酉年です。寺谷古墳群からは鶏形埴
輪が出土しています。正月の間，特別にホー
ルで展示しました。

　

　21日から開催する企画展のため，三重県
埋蔵文化財センターから40点を超える資料
をお借りしました。

　

　雪が舞う中，第2回入門講座「縄文時代の
石器の動き」を開催しました。講師が用意し
た石材などをじっくり見てからの講義となり
ました。

1月15日
　雪景色

　前日から降り出した雪は，しっかりと積も
っていました。博物館の駐車場で地元の方が
かまくらを作っていました。

　

1月15日
　ハーモニカミニコンサート

　ハーモニカミニコンサートを開催しまし
た。大雪のため，来場者は少なかったのです
が，美しい音色が博物館内に響き渡っていま
した。

　

1月17日
　資料借用2回目

　企画展のため，大津市埋蔵文化財調査セン
ター・奈良県立橿原考古学研究所から資料を
お借りしました。

1月19日
　国府・国分寺跡視察

　奈良文化財研究所と大韓民国国立文化財研
究所の研究員6名が共同研究の一環として，
伊勢国府・国分寺跡の調査に来館されまし
た。

　

1月20日
　企画展展示

　企画展の展示作業をおこないました。土管
を直立させた状態で展示するため特別に台を
用意し，３人で持ち上げ設置しました。

　

1月21日
　企画展オープン

　企画展「どか～んとえんとつ」が始まりま
した。3月5日まで県内外の土管状・煙突状
の土製品を約60点展示しています。

1月21日
　資料の閲覧

　斎宮歴史博物館の方が埴輪の研究のため資
料の閲覧に来られました。

　

1月22日
　コーラスコンサート

　コーラスグループによるコンサートを開催
しました。澄み透った歌声に心が洗われるよ
うでした。

　

1月26日
　消防訓練

　文化財防火デーのため，消防訓練を実施し
ました。

1月28日
　ウクレレコンサート

1月29日
　関連講演会

　
　
　
　



　ウクレレコンサートを開催しました。客席
と一体となった楽しいステージとなりまし
た。

　

　奈良県立橿原考古学研究所附属博物館から
坂先生をお招きして企画展関連講座を開催し
ました。考古資料だけでなく，文献資料も用
いてわかりやすくお話していただきました。

　

12月

12月3日
　展示解説

　特別展の展示解説を展示担当学芸員が行い
ました。

　

12月4日
　高岡町自治会団体来館

　高岡町の自治会有志メンバーに勾玉作りや
館内の見学などをしていただきました。地元
の方にこうしてお越しいただけるのはありが
たいことです。

　

12月5日
　展示撤収

　特別展の撤収作業です。日本通運の美術品
担当さんが丁寧に展示物を梱包していきま
す。

12月10日
　「今年の１字」展示

　サポート会主催で募集していた「今年の１
字」の展示をしました。今年もたくさんのご
応募ありがとうございました。

　

12月14日~
　資料の返却

　特別展のために各地からお借りしていた資
料を無事にお返しすることができました。貴
重な資料を長期間ありがとうございました。

　

12月17日
　文化財講演会

　サポート会が主催で文化財講演会を開催し
ました。今年度は元松阪市文化財保護審議委
員の下村登良男さんをお招きし，「歴史遺産
を活かした街づくり-国史跡松阪城跡を中心
として街づくり-」をテーマにご講演いただ
きました。

12月25日
　クリスマスコンサート

　「ウクレレでもしよまい会」さんのコンサ
ート，２回目はクリスマスコンサートでし
た。今回はウクレレだけでなく，ゴスペルボ
ーカルの方と一緒に演奏をしていただきまし
た。

　

12月26日
　館内大掃除

　休館日を利用しての大掃除。展示棚のほこ
り取りなど館内の掃除をしました。

　

12月26日
　新年の準備

　新年の準備として，干支にちなんだ寺谷古
墳群出土の鶏埴輪をホールに展示しました。



11月

11月1～4日
　神戸中職場体験

　神戸中学校2年生の4人が職場体験に来て
くれました。施設の概要を説明した後，図書
の整理や考古遺物の洗浄など，3日間，様々
な作業に取り組んでもらいました。

　

11月3日
　火おこし体験

　夏休みに開催している火おこし体験をやっ
てみたいと予約が入り，開催しました。子ど
もだけでなく，お父さんも一生懸命参加して
楽しんでいただけました。火おこしは通年で
開催していませんが，事前にご予約をいただ
くことで，体験していただけます。お気軽に
ご相談ください。

　

11月11日
　新しいベビーカー

　以前から置いてあったものが，かなり古く
なっていたので，新しいベビーカーを設置し
ました。受付側に置いてありますので，お気
軽にお声かけください。館内でのみの使用と
なります。 

11月12日
　特別展関連講演会

　奈良文化財研究所名誉研究員の大脇潔さん
を講師にお招きし，「瓦とせん仏からみた伊
勢・伊賀の寺」をテーマに講演いただきまし
た。

　

11月13日
　オカリナコンサート

　秋，２回目のオカリナコンサートでした。
今回もたくさんのお客様にご来場いただき，
ありがとうございました。

　

11月18日
　団体さんご来館

　歴史に大変興味を持っておられる団体さん
にご来館いただきました。事前に予約をいた
だき，展示解説を開催しましたが本当に熱心
に聞き，積極的に質問もされておられまし
た。

11月19・20日
　関西文化の日

　関西文化の日で観覧料が無料となった二日
間は，特別展関連体験講座として，「瓦の文
様でプラバンキーホルダーを作ろう！」を開
催しました。子どもだけでなく，大人の方に
も楽しんでいただけて良かったです。

　

11月27日
　ウクレレコンサート

　ウクレレでもしよまい会さんによるコンサ
ートを開催しました。ウクレレは今回が初め
ての演奏会です。12月25日，1月28日にも開
催予定です。お楽しみに！

　

11月27日
　三重県茶道連盟来館

　団体で勾玉作り体験のご予約をいただきま
した。年配の方もたくさんいらっしゃいまし
たが，皆さんに楽しんでいただき，素敵な勾
玉がたくさんできあがっていました。

10月

10月6日
　資料の寄贈

　市内在住の方より，埴輪を寄贈していただ

　

10月6日
　椿小学校5・6年生来館

　椿小学校の5・6年生が社会見学で勾玉作

　

10月7日
　特別展展示作業

　特別展の展示作業です。今回は梱包輸送を



きました。土のついた破片の状態でしたが，
整理作業員さんにお願いして，洗浄・復元し
たところ，円筒埴輪の基底部が出来上がりま
した。

りと館内の見学に来てくれました。 お願いした日本通運さんが手伝ってください
ました。たくさんの瓦が所狭しと並ぶ姿は圧
巻です。

10月8日
　特別展「伊勢の瓦　大和の瓦」スタート

　伊勢の国，大和の国のつながりを瓦で紐解
きます。日本で初めに建立された寺院「飛鳥
寺」の軒丸瓦も展示しております。この機会
にぜひお越しください。

　

10月13日
　特別展取材

　特別展の取材に新聞各社が取材に来てくだ
さっています。

　

10月14日
　牧田小5・6年遠足来館

　4月に予定していた遠足が雨で延期にな
り，ようやく来てもらうことができました。
館内の見学のほか，6年生は勾玉作りの楽し
んでもらうことができました。

10月15日
　特別展関連講演会

　三重県埋蔵文化財センターの竹内英昭さん
を講師にお招きし，「古代瓦で推理　大和を
支えた伊勢の豪族たち」をテーマに講演いた
だきました。

　

10月22日
　展示解説

　瓦の研究者でもある愛知県埋蔵文化財セン
ターの永井邦仁さんをお招きし，展示担当学
芸員と共に，特別展の展示解説を開催しまし
た。

　

10月23日
　オカリナコンサート

　オカリナサークルさんによる，恒例のコン
サート。今回もたくさんのお客様に素敵な音
色を聴いていただきました。秋のオカリナコ
ンサートは11月にも開催予定です。 博物館
のホールで演奏してみたい方を随時募集して
います。申込み方法，使用料，内容等につい
て詳細は問合せください。

10月29日
　地域「学」フェスティバル

　津の総合文化センターで開催するイベント
に勾玉作りで出展しました。いつもと違う会
場での出展は鈴鹿市考古博物館を知らなかっ
た方にたくさん立ち寄っていただける良い機
会です。

　

　
　
　
　

　

9月

9月3 日
　お月見準備

9月3日
　みえミュージアムプレセミナー

9月6日
　シルバー研修



　お月見ミュージアムコンサートの準備で，
サポート会のメンバーが集まりました。歩道
に並べる万灯は2リットルのペットボトルを
利用しています。

　

　津の三重県生涯学習センターで開催される
「みえミュージアムセミナー」で10月27日
（木）に当館学芸員が講演をするのですが，
そのプレセミナーにもパネリストとして参加
しました。

　

　発掘調査作業員育成のため，シルバー人材
センターの研修が開催されました。4日間に
わたり，座学と現場で実際の発掘作業を行い
ました。 

9月10日
　お月見準備2

　お月見ミュージアムコンサートが近づいて
きましたので万灯の準備を行いました。ペッ
トボトル製のほかにも大小たくさんの万灯を
準備します。

　

9月10日
　博物館入門講座

　今年度1回目の入門講座は，企画展と関連
して「ちいさなちいさな四角い古墳」という
題で文化財課職員がお話しました。

　

9月15日
　テレビ広報取材

　10月のCNSテレビ広報では当館が紹介さ
れます。10分間という短い内容ですが，博
物館のことがぎゅっと詰まっています，お楽
しみに！

9月15日
　白鳥中職場体験

　白鳥中学校の2年生3人が職場体験に来て
くれました。発掘現場では完形に近い弥生土
器を実際に掘り出すことができました。

　 　

9月17日
　お月見ミュージアムコンサート
　準備を着々と進めていたお月見ミュージアムコンサート。朝から天候が不安定だったため，屋内で開催することを決めたのですが，雨が降らな
かったので，万灯は存分に楽しんでもらうことができました。たくさんのご来場，ありがとうございました。

　鈴鹿少年少女合唱団の演奏です。

　

　”連音”さんの尺八と筝の演奏です。

　

　”凛”さんの大迫力の太鼓です。



　万灯会が無事開催できました。

　

　なんとか天体観望会も出来ました。

　

　月のベストショット。

9月24 日
　土器見学会

　三重県，愛知県などの研究者が集まり，岸
岡山窯跡から出土した風変わりな須恵器の見
学会を開催しました。検討会も行い，熱い議
論が交わされました。

　

9月30日
　資料集荷

　特別展の集荷作業がはじまっています，今
日は県内各地を回ります。

　

　
　
　

8月

8月4日
　わらの虫かご

　松阪から「藁屋」の寺田さんを講師にお招
きし，麦わらで作る虫かごの講座を開催しま
した。作業は単純ですが，なかなか形にする
のが難しく，苦戦しながらも素敵な虫かごを
作っていました。

　

8月5日
　たて櫛を作ろう

　今年初めての講座「縄文たてぐしを作ろ
う」を開催しました。縄文時代の髪飾りで
す。竹串をたこ糸で組んで，紙粘土で仕上げ
をします。

　

8月10日
　ストーンアート

　ＳＯＵＴＥＮさんによるストーンアートの
講座を開催しました。まずは絵の描いてある
石に色をつけて練習をし，次に自分だけのオ
リジナル作品を作ります。素敵な作品がたく
さんできあがっていました。

8月11日
　博物館キーホルダー

　プラ板で作る，考古博物館オリジナルキー
ホルダーの講座を開催しました。使っている
下絵は館内に展示してある埴輪や銅鐸，瓦の
文様などを使っているので，作った後に実物
を見学に行く方もありました。

　

8月11日
　草木染め準備

　8月19日に開催する草木染めの準備で，ど
んぐりを煮込んで染液を作りました。

　

8月18日
　リメイク缶

　ＳＯＵＴＥＮさんによる講座，2回目はリ
メイク缶とストーンアートでした。わざと錆
びさせた缶に雑誌などの切り抜きを貼って，
オリジナルの缶を作ります。手伝っている大
人も楽しんでいました。

8月19日
　草木染め

8月20日
　オカリナ教室

8月24日
　編みかご（角型）



　博物館の周辺にあるどんぐりを使った染め
の体験講座でした。ハンカチにビー玉と輪ゴ
ムを使って絞りの模様をつけます。素敵な模
様のハンカチがたくさんできあがっていまし
た。

　

　オカリナサークルさんによるミニコンサー
トと体験会を開催しました。夏休みというこ
とで，子ども向けの曲目を準備いただき，演
奏後は実際にオカリナを吹いてみました。

　

　クラフトテープを使った四角いかごを「あ
じろ編み」という編み方で作りました。難し
い講座でしたが，皆さんがんばって完成させ
ていました。

8月25日
　万華鏡

　夏休みの体験講座で一番人気の「万華鏡を
作ろう」竹の筒に鏡を入れて作ります。定員
をはるかに超える参加申込みがありました
が，講師の「藁屋」さんが材料をたくさん準
備してくださったので，希望者全員が作るこ
とができました。

　

8月26日
　うぐいす笛

　竹でつくる笛の講座でした。吹くときに手
を上手く使うと「ホーホケキョ」と音が鳴ら
せるのでうぐいす笛といいます。のこぎりや
小刀など，普段あまり使わない道具を使うの
は大変でした。

　

7月

7月7日
　縄文プレート展示

　6月に来館いただいた河曲小学校3年生が
作成した縄文プレートが焼き上がりましたの
で，館内のホールに展示しました。

　

7月8日
　稲生小学校来館

　稲生小学校の6年生が宿泊学習の一環で，
勾玉作りと館内の見学に来てくれました。一
度に120人を超える体験学習はめったにない
ことで，万全の準備をしてお迎えしました。

　

7月13日
　郡山小学校来館

　郡山小学校の6年生が勾玉作りと館内の見
学に来てくれました。時期的に宿泊学習のラ
ッシュなのか，こちらも博物館のあとは青少
年の森に行くとのことでした。

7月14日
　日永小学校出前講座

　四日市市立日永小学校6年生の歴史講座と
勾玉作りに出向きました。

　

7月16日
　企画展関連講演会

　 「歴史に憩う橿原市博物館」の石坂泰士
さんにお越しいただき，「新沢千塚古墳群-
シルクロードの輝き-」というテーマで講演
いただきました。

　

7月18日
　あけびのつるでカゴを編もう

　松阪より「藁屋」の寺田さんを講師にお招
きし，あけびのつるでカゴを編む講座を開催
しました。恒例の行事ですが，日程を少し変
更したところ予想以上のお申込みがあり，た
くさんの方にカゴ作りを楽しんでいただけま
した。

7月22日
　伊勢型紙しおりづくり

7月23日
　展示解説会

7月24日
　アンギンのコースター



　いよいよ夏休み子ども体験博物館が始まり
ました。日替わり体験講座「伊勢形紙のしお
り作り」では，申込みのお子様が定員に満た
なかったので，付き添いの保護者の方にも体
験していただくことができました。いつもは
抽選となって残念な想いをしていただくこと
も多いのですが，時にはこういうこともあり
ます。

　

　 企画展の展示担当者による解説を行いま
した。8月27日にも開催しますのでぜひご参
加下さい。

　

　考古博物館サポート会の高井さんを講師に
お招きして，アンギン（縄文時代にもあった
編み物）のコースター作りを開催しました。

7月27日
　古墳模型作り

　日替わり限定講座「古墳模型を作ろう」を
開催しました。開催中の企画展で古墳を扱っ
ているので，この夏は2回開催します。次回
は8月17日（水）ですのでぜひご参加下さ
い。

　

7月28日
　編みかご（丸タイプ）

　 丸底のかごを作る講座を開催しました。
単純な作業の繰り返しなので，だんだん飽き
てくる子もいましたが，最後はみんな素敵な
かごを完成していました。

　

7月29日
　博物館キーホルダー

　プラ板を使って，博物館オリジナルキーホ
ルダーを作る講座を開催しました。次回は8
月11日に開催します。 

7月30日
　磐城山遺跡発掘体験会

　毎年恒例となりつつある，磐城山遺跡発掘
体験を開催しました。今年は予想以上のお申
込みがあり，午前午後あわせて約100人の親
子に参加していただきました。ものすごく暑
い中，皆さん一生懸命作業に取り組んでみえ
ました。

　

　
　
　

　

　
　
　
　 

6月

6月1日
　大矢知興譲小学校出前講座

　四日市市立大矢知興譲小学校6年生の歴史
講座と勾玉作りに行きました。今シーズンで
一番人数の多い学校でしたが，しっかり歴史
の話を聞いてくれました。

　

6月2日
　神戸小学校5年生来館

　神戸小学校の5年生が宿泊学習の一環で，
勾玉作りと館内の見学に来てくれました。時
間の都合上，勾玉が完成した人から順に見学
をすることになったので，博物館サポート会

　

6月3日
　一ノ宮小学校6年生来館

　一ノ宮小学校の6年生が社会見学として勾
玉作りと館内の見学に来てくれました。担任
の先生お手製の考古博物館ワークシートがす
ばらしく，参考にさせていただきたいと思い



の方に解説していただいて，見学していただ
きました。

ました。 

6月10日
　大谷台小学校出前講座

　四日市市立大谷台小学校6年生の歴史講座
と勾玉作りに行きました。校区内の遺跡の話
をする際，写真を出すと，皆がよく知ってい
る場所だったようで，すごく真剣に聞いてく
れました。

　

6月12日
　スライド説明会

　速報展関連のスライド説明会，2回目は宮
ノ前遺跡，間瀬口遺跡，磐城山遺跡の解説で
した。

　

6月14日
　河曲小学校来館

　河曲小学校3年生が縄文プレート作りと館
内の見学に来てくれました。粘土に縄目模様
を付けたり，竹串で絵を描いたりして自分だ
けのプレートを作りました。

6月16日
　資料調査（松阪市）

　秋の特別展に向けて，松阪市に資料調査に
伺いました。たくさんの良いものを見せてい
ただき，選ぶのが大変です。

　

6月17日
　鼓ヶ浦小学校来館

　鼓ヶ浦小学校の6年生が宿泊学習の一環で
勾玉作りと館内の見学に来てくれました。勾
玉作りと見学のあと，博物館でお弁当を食べ
てから，宿泊先の青少年研修センターに向か
いました。

　

6月21日
　資料調査（桑名市）

　秋の特別展のための資料調査で，桑名市に
お邪魔しました。同じ笵（型）の軒丸瓦何点
かを見比べて，どれを借りることにするか選
ぶのに真剣です。

6月22日
　速報展の撤収と夏の展示品の搬入

　19日で終了した速報展の撤収をして，夏
の企画展で展示する遺物を収蔵庫から運び込
みました。これから16日に向けて展示作業
が始まります。

　

6月24日
　資料調査（奈良文化財研究所）

資料調査（奈良文化財研究所）
　秋の特別展に向けての資料調査で，奈良文
化財研究所に資料調査に行きました。壁一面
の瓦の型式見本は圧巻でした。

　

6月25日
　寺院官衙シリーズ講演会1回目

　今年度の寺院官衙シリーズ講演会は「奈良
の都の寺を掘る」をテーマに2回開催しま
す。1回目は橿原考古学研究所から岡田雅彦
さんをお招きし，唐招提寺の発掘調査につい
てお話いただきました。

　

　

　

5月

5月3日
　土鈴作り体験

　GW日替わり体験講座，土鈴作りを開催し
ました。親子連れのお客様では，お父さんが
一番真剣に取り組んでいて，こちらも嬉しく

　

5月4日
　草木染め体験

　GW日替わり体験講座，草木染め体験を開
催しました。国分町にある菅原神社の剪定し
た梅の枝を使って染めました。

　

5月5日
　プラ板キーホルダー作り

　GW日替わり体験講座，春まつりでも人気
だったプラ板で作る博物館オリジナルキーホ
ルダー作りを開催しました。丸瓦の模様はか



なりました。 わいらしいものがたくさんで，母娘連れに特
に好評でした。

5月7日・8日
　弓矢体験

　GW日替わり体験講座，最後の二日間は弓
矢体験でした。子どもはもちろん，大人の方
も楽しんでいただくことができました。たく
さんのご参加，ありがとうございました。

　

5月15日
　オカリナコンサート

　今回もたくさんの方にご来場いただきまし
た。考古博物館では，展示ホールで演奏した
い方を随時募集しています。申込み方法，使
用料，内容等について詳細は問合せくださ
い。

　

5月18日
　庄野小学校出前講座

　庄野小学校6年生の歴史講座と勾玉作りに
行きました。縄文土器，弥生土器，須恵器を
実際に触ってもらいました。「本物」と聞い
てみんな緊張していました。

5月21日
　スライド説明会

　速報展で展示中の伊奈冨神社七島池と十宮
古里遺跡をについて，スライドを使って紹介
しました。

　

5月25日
　睡蓮が咲きました

　博物館の玄関前にある睡蓮が今年も花を咲
かせてくれました。

　

　

　

　

4月
4月7日
　テレビ取材

　地元ケーブルテレビさんと三重テレビさん
が，速報展の取材に来てくれました。

　

4月10日
　博物館サポート会総会

　考古博物館サポート会の総会でした。体験
講座のお手伝いや，ミュージアムコンサート
の開催など，博物館をサポートしてくれる団
体です。会員は随時募集中です。

　

4月10日
　博物館サポート会主催講演会

　サポート会総会のあと講演会を開催しまし
た。三重県埋蔵文化財センターの方にお越し
いただき，カマド塚のお話とともに，お持ち
いただいた出土遺物も見せていただきまし
た。

4月15日
　火おこしの出前講座（清和小学校）

　今年度最初の出前講座は火おこしでスター
トしました。清和小学校6年生全員が火おこ
し体験に参加し，何人かは実際に火をつける
ところまでできました。

　

4月16日
　発掘担当者による展示解説

　速報展で展示中の遺物を実際に掘り出した
担当者が展示解説を行いました。子どもたち
も何人か参加してくれたので，展示中の遺物
をケースから出して，本物を触らせてくれた
りもしました。

4月20日
　勾玉の出前講座（清和小学校）

　清和小学校に2回目の出前講座に行きまし
た。今回は歴史の勉強と勾玉作り。火おこし
で一度会っていたこともあり，すぐに打ち解
けて，楽しく講座を進めることができまし
た。

4月24日
　オカリナコンサート

4月26日
　歴史講座と勾玉出前講座（井田川小）

4月27日
　遠足で勾玉作り（笹川東小）



　恒例となりつつある，オカリナコンサー
ト。今回もたくさんの方にご来場いただきま
した。実は音響の優れた展示ホールを持つ考
古博物館。そのホールを，演奏会の会場とし
て使いたい方を随時募集しています。申込み
方法，使用料，内容等について詳細は問合せ
ください。

　井田川小学校6年生の教室へ歴史講座と勾
玉作りに行きました。こだわりの形の勾玉が
たくさんできあがっていました。

　笹川小学校の5・6年生が遠足で来てくれ
ました。先生も一緒に勾玉作りをして，館内
の見学も解説付きで楽しんでいただきまし
た。

4月27日
　博物館にアイドルがやってきた！

　フジテレビの「AKB観光大使」という番組
で鈴鹿市の紹介をすることになり，当館も取
材をしてもらいました。AKB48の飯野雅さ
んとSKE48の石田安奈さんが一日観光大使と
してやって来て，館内の見学の後，勾玉作り
を体験してもらいました。実は，勾玉の完成
品を準備していたのですが，二人ともちゃん
と自分で最後まで作り上げていました。

4月29日
　ゴールデンウィークイベント始まる

　今年のゴールデンウィークは，日替わりで
体験講座を企画しました。最初の3日間は通
常の勾玉作り，土笛作りに加えて，火おこし
体験もできます。お値打ちに楽しめるのでお
ススメです！
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