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平成２６年度「夏休み子ども体験博物館」 

 

◆ と き 

  平成２６年７月１９日（土）～８月３１日（日）（休館日を除く） 

 

◆ ところ   

鈴鹿市考古博物館講堂，ホール，玄関前等 

 

◆ 趣 旨 

夏休みに来館する小・中学生を対象として，縄文，古墳時代の工作などをすることに

より，その時代の生活を体験してもらう。 

 

◆ 内 容   

 ・勾玉・土笛作り 

毎日開催（休館日を除く） 会場：講堂 

  受付時間：9:00～10:00 13:00～14:00 

   

 ・火おこし 

毎日開催（休館日・悪天候時を除く） 会場：玄関前  

受付時間：11:00～11:30 15:00～15:30 

   

夏休み限定体験講座 会場：ホール等 

  受付時間：各講座開始時間の３０分前から１５分前まで。 

       （希望者が定員を超えた場合は１５分前に抽選します） 

 

（1）すりけし縄文を体験しよう講師：谷口隆亮（当館職員） 

  ・縄文プレートを作ろう  

   ７月２５日（金）①9:30 ②10:45 ③13:30 ④15:00 所要時間約 1時間 

   定員：各回 10名 材料費：50円 

（2）縄文時代の布を作ろう 講師：博物館サポート会 高井礼子さん 

   ・アンギンのコースター 

   ７月３１日（木）①9:30・②13:30 所要時間約 2時間 

   定員：各回 10名 材料費：300円 

（3）プチ考古学者体験講座 

  ・磐城山遺跡発掘体験 講師：田部剛士（当館職員） 

   ７月２６日（土）①9:00 ②13:30 所要時間約２時間 

   予備日：８月２日（土） 

   定員：各回 20名（先着順） 参加費：無料 

  ・古墳の模型を作ろう 講師：藤原秀樹（当館職員） 

   ８月２２日（金）①9:30 ②13:30 所要時間約 1時間 30分 

   定員：各回 10名 材料費：200円 

 

 



（4）自然素材で工作をしてみよう 

・竹笛を作ろう 講師：谷口隆亮（当館職員） 

   ７月２３日（水），８月２７日（水）①9:30 ②10:45 ③13:30 ④15:00  

所要時間約 1時間 

   定員：各回 10名 材料費：100円 

・ストーンアート 講師：一宮小学校教諭 萩 宗典さん 

   ７月２４日（木）①9:30 ②13:30 所要時間約 1時間 

   定員：各回 16人 材料費：300円 

・ひょうたん飾を作ろう 講師：谷口隆亮（当館職員） 

   ８月１日（金）①9:30 ②13:30 所要時間約 2時間 

   定員：各回 12人 材料費：200円 

・竹ざるを作ろう 講師：谷口隆亮（当館職員） 

   ８月６日（水），８月１４日（木）①9:30 ②13:30 所要時間約２時間 

   定員：各回 10名 材料費：100円 

・麦わらの虫かごを編もう 講師：藁
わら

屋 寺田真人さん 

 ８月７日（木）①9:30 ②13:30 

   定員：各回 30名 材料費:300円 

  ・編みかごを作ろう 講師：田中佳織（当館職員） 

   ８月８日（金），８月２０日（水）①9:30 ②13:30 所要時間約 2時間 

   定員：各回 10人 材料費：300円 

 ・伊勢型紙のしおりを作ろう 講師：当館職員 

   ８月１３日（水），８月２１日（木）①9:30 ②13:30 所要時間約 2時間 

   定員：各回 10人 材料費：100円 

 ・親子で竹工作をしよう 講師：谷口隆亮（当館職員） 

   ８月２８日（木）①9:30 ②13:30 所要時間約２時間 

  定員：各回５組 材料費：100円 

・万華鏡を作ろう 講師：藁
わら

屋 寺田真人さん 

８月２９日（金）①9:30 ②13:30 所要時間約３０分 

   定員：各回１５名 材料費：500円 

   
  ・関連行事 
   競技用ロボットの公開演技 

鈴鹿高専のロボコン出場ロボット「エンペラー」「メルシー」 
日時 平成 26年 8月 24日（日）①11：00～ ②15：00～ 観覧無料 

 
企画展関連紙芝居「人形大使 ミス三重」 

           「ほおかぶりをしたハニワ馬」 
上演日 夏休み期間中毎日（休館日を除く） 
① 11：30～ ②15：30～ 観覧無料 
会場：考古博物館内 考古シアター 
協力：鈴鹿市考古博物館サポート会他 

 

＊夏休み限定体験講座は，原則として一般・未就学児は対象外です。 

  （ただし，開始時間に定員に満たない場合は，一般参加者を追加募集します。） 

小学３年生以下の児童は保護者の付き添いが必要です。 

  ＊定員・材料費等詳細は７月５日号の広報と７月上旬発行の案内チラシに記載。 

 

【問合せ】鈴鹿市考古博物館  澤井・嶌田 TEL059－374－1994 FAX059－374－0986   



 

 

すりけし縄文を体験しよう 

●縄文プレートを作ろう 材料費：50 円 

7 月 25 日（金） 

① 9:30 ②10:45 ③13:30 ④15:00  

定員：各回 10 名 所要時間約 1 時間 

夏休み子ども体験博物館 
７月１９日（土）～８月３１日（日） 
休館日 ７月２２・２８日 ８月４・１１・１８・１９・２５日 

期間中毎日開催！ ※休館日および 8 月 24 日（日）を除く 

 

 

 

  

 

※団体で利用される場合は事前にご予約ください。 

 ※小学 3 年生以下のお子様には必ず保護者の方が付き添ってください。 

 ※土笛は乾燥・焼成後お渡しいたします。夏休み中に受取りを希望される場合は 8 月３日（日）までにお越しください。 

 
夏休み限定！体験講座 

対  象 小中学生 

（小学 3 年生以下のお子様は必ず保護者同伴） 

受付時間 各講座開始時間の 30 分前から 15 分前まで 

（希望者が定員を超えた場合は講座開始 15 分前に抽選） 

受付場所 考古博物館エントランスホール  

※事前の申込みは受け付けておりません 

 

 

 

 

 

火おこし体験 

体験費用  50 円 
受付時間  11:00～11:30  

 15:00～15:30 

屋外で開催のため悪天候時中止です。 

 

勾玉作り＆土笛作り 

材 料 費  勾玉 200 円 土笛 100 円 
受付時間  9:00～10:00 

13:00～14:00 

夏休みだけの限定色（黒・ピンク）登場！ 

縄文時代の布を作ろう  

●アンギンのコースター 材料費：300 円 

7 月 31 日（木）①9:30・②13:30 

定員：各回 10 名 所要時間約 2 時間 

 

プチ考古学者体験講座 

●磐城山遺跡発掘体験 参加費：無料 

7 月 26 日（土）①9:00 ②13:30  

※雨天等延期の場合は８月２日（土） 

定員：各回 20 名（要予約） 

所要時間約２時間 

博物館駐車場から現地まで徒歩で移動します 

7 月 23 日（水）までに 

博物館へ電話でお申込みください。 

（電話番号：059-374-1994） 
 
●古墳の模型を作ろう 材料費：200 円 

８月 22 日（金）①9:30 ②13:30   

定員：各回 10 名 所要時間約 1 時間半 

 

自然素材で工作をしてみよう 

●竹笛を作ろう 材料費：100 円 

７月 23 日（水）・８月 27 日（水） 

① 9:30 ②10:45 ③13:30 ④15:00 

定員：各回 10 名 所要時間約１時間 

●ストーンアート 材料費：300 円 

７月 24 日（木）①9:30 ②13:30  

定員：各回 16 名 所要時間約 1 時間 

●ひょうたん飾りを作ろう 材料費：200 円 

８月１日（金）①9:30 ②13:30 

定員：各回 12 名 所要時間約 2 時間 

●竹ざるを作ろう 材料費：100 円 

８月６日（水）・８月 14 日（木） 

① 9:30 ②13:30  

定員：各回 10 名 所要時間約２時間 

●麦わらの虫かごを編もう 材料費:300 円 

８月７日（木）①9:30 ②13:30 

定員：各回 30 名 所要時間約 1 時間 

●編みかごを作ろう 材料費：300 円 

８月８日（金）・８月 20 日（水） 

① 9:30 ②13:30   

定員：各回 10 名 所要時間約 2 時間 

●伊勢型紙のしおりを作ろう 材料費：100 円 

８月 13 日（水）・８月 21 日（木） 

① 9:30 ②13:30 

定員：各回 10 名 所要時間約 2 時間 

●親子で竹工作をしよう 材料費：100 円 

８月 28 日（木）①9:30 ②13:30  

定員：各回５組 所要時間約２時間 

●万華鏡を作ろう 材料費：500 円 

８月 29 日（金）①9:30 ②13:30   

定員：各回 15 名 所要時間約 30 分 



 

 

開館時間  9:00～17:00（入館は 16:30 まで） 

住  所  鈴鹿市国分町 224 番地 

TEL 059-374-1994／FAX 059-374-0986 

E-mail kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/ 

鈴鹿市考古博物館夏休み催し案内 
企画展「そのころ鈴鹿では？-モノが語る鈴鹿の歴史-」 

平成 26 年 7 月 5 日（土）～9 月 23 日（火・祝） 
休館日：月曜日・第三火曜日 

        観覧料 一般・学生：200 円 小中学生：100 円 

 
夏休み子ども体験博物館 限定体験講座スケジュール 
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※各講座の詳細は裏面をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿高専のロボコン出場ロボット「エンペラー」と遊ぼう♪ 
開催日時 8 月 24 日（日）①11：00～ ②15：00～ 観覧無料 

操作に協力していただく小学生（各回 5 名）を抽選で決めます。 

やってみたい子は開始の 15 分前にエントランスに集まってね☆ 

※当日は勾玉・土笛・火おこしの体験をお休みします。 

企画展関連紙芝居「人形大使 ミス三重」 
            「ほおかぶりをしたハニワ馬」 
上演日 夏休み期間中毎日（休館日を除く） 

①11：30～ ②15：30～ 観覧無料 

会場：考古博物館内 考古シアター 

協力：鈴鹿市考古博物館サポート会他 
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