
平成２９年６月２２日 定例記者会見資料 

 

企画展「弥生時代の鈴鹿」 

 

◆と き 

平成２９年７月１５日（土）～９月３日（日） 

休館日：毎週月曜日・第３火曜日 （祝日の場合は開館） 

 

◆ところ 

 鈴鹿市考古博物館 特別展示室 

 

◆趣 旨 

 鈴鹿市内には 1300を超える遺跡があります。これまでに鈴鹿市内で実施され

た発掘調査では，弥生時代の遺跡が多く確認されており，上箕田遺跡の「人・矢・

鹿」が描かれた土器(市指定文化財)や須賀遺跡の東海地区最大級の壺など注目

される遺物が多数発掘されています。 

来館者の多い夏休みの時期に合わせて弥生時代の遺跡・遺物を展示紹介し，市

内の弥生文化をご覧いただきます。 

 

◆内 容 

【展示構成】  

 ◎弥生時代ってどんな時代 

 ◎土器の形の変化 

 ◎各地区の遺跡の紹介  

 

【主な展示資料】 

上箕田
か み み だ

遺跡出土土器          須賀
す か

遺跡出土土器・石器 

八重垣神社
やえがきじんじゃ

遺跡出土土器・石器      境谷
さかいだに

遺跡出土土器・石器 

沖ノ坂
おきのさか

遺跡出土土器          中尾山
なかおやま

遺跡出土土器・石器 

保子里
ほ こ り

遺跡出土土器          岸岡山
きしおかやま

Ⅲ遺跡出土土器・石器 

長法寺
ちょうぼうじ

遺跡出土土器・石器       磐城山
ばんじょうざん

遺跡出土土器     ほか         

 

 

【関連講演会】※聴講無料 

日 時   平成２９年７月１６日（日） １４時～ 

演 題  「所変われば品変わる～三重県内の弥生文化の地域性～」 

講 師   石井 智大氏（三重県埋蔵文化財センター職員） 

                               【裏面へ】 

 



【展示解説】 

 日 時  平成２９年７月２２日（土）・８月５日（土） 

① １１：００～     ②１５：００～  

 

◆期間中に開催するその他のイベント 

◎博物館入門講座第１回 

 日 時   平成２９年９月２日（土） １４時～ 

 演 題   「瓦を学ぶⅠ」 

 講 師    新田 剛   （文化財課長） 

        吉田 真由美 （考古博物館学芸員） 

 

◆考古博物館開館時間 

９時～１７時（入館は１６時半まで） 

 

◆観覧料 

一般・学生：２００円  小中学生：１００円（常設展と共通） 

※７０歳以上の方・障がい者手帳をお持ちの方とその付き添い１名は無料 

 

◆問い合わせ先 

鈴鹿市考古博物館  学芸員 吉田  直通電話３７４－１９９４ 





平成２９年６月２２日 定例記者会見資料 

「夏休み子ども体験博物館 2017」 

 

◆と き 

７月２１日（金）～８月３１日（木） 

休館日：毎週月曜日，第３火曜日（祝日の場合は開館） 

 

◆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，勾玉・土笛・アンギン・カゴ・

伊勢型紙・染色・古墳模型などの体験を通して，考古学や伝統工芸について学

ぶ場を提供します。 

 

◆内 容 

 

【毎日開催の体験講座】 

 

・勾玉作り（材料費：300円）・土笛作り（材料費：200円） 

 受付時間：9:00～10:00 13:00～14:00 講座開始：受付後随時 

 

・火おこし（体験費用：100円） 

 受付時間：11:00～11:30 15:00～15:30 講座開始：受付後随時 

※ 雨天時中止 

  

 

【磐城山遺跡発掘体験】 

  

・7月 29日（土） 雨天時は，8月 5日(土)に順延 ①9:00 ②13:30 

定員 各回 20人（要予約先着順） 所要時間約２時間 参加費：無料 

会場：磐城山遺跡 

募集期間：7月 11日（火）～23日（日） 申込方法：電話 

 

 



【夏休み限定体験講座】 

 

受付時間（入替制，発掘体験を除く） 

◎午前の部  9：00～ 9：15 講座開始： 9：30～ 

午後の部 13：00～13：15 講座開始：13：30～ 

◎入替制 先着順  

午前の部  9:00～11:00  講座開始 9:30～ 

午後の部  13:00～15:00  講座開始 13:30～ 

※磐城山遺跡発掘体験のみ事前申込みが必要。 

※定員の限られた講座について，希望者多数の場合は当日抽選。 

(1) 博物館キーホルダー （プラバン）をつくろう 

7月 21日（金），8月 16日（水）    

各回 10席入替制 所要時間約１時間 材料費 200円  

     

(2) アンギンのコースターをつくろう 

7月 23日（日） 

定員 各回 10人 所要時間約 2時間 材料費 300円 

 

(3) 竹笛をつくろう 

7月 26日（水），8月 11日（金） 

各回 16席入替制 所要時間約１時間 材料費 100円 

 

(4) 編みかごをつくろう 

丸型・・７月 27日（木） 

角型・・8月 18日（金） 

定員 各回 10人 所要時間約 2時間 材料費:丸かご 300円 角かご 500円 

 

(5) 土鈴を作ろう  

7月 28日（金），8月 4日（金）       

定員 各回 10人  所要時間約 1時間 材料費 200円 

※乾燥・焼成後お渡しいたします。 

 

(6) 万華鏡をつくろう 

8月 2日（水） 

定員 各回 15人 所要時間約 30分 材料費 500円 

 



(7) 古墳模型をつくろう 

8月 3日（木） 

定員 各回 10人 所要時間約 90分 材料費 300円 

 

(8) 草木染めをしよう 

8月 9日（水） 

定員 各回 10人 所要時間約 2時間 材料費 500円 

 

(9) ストーンアート  

8月 10日（木）    

各回 16席（入替制） 所要時間約 1時間 材料費：400円 

 

(10) リメイク缶アート 

8月 17日（木）   

各回 16席（入替制） 所要時間約 2時間 材料費：400円 

 

(11) 麦わらの虫かごをつくろう     

8月 23日（水）          

定員 各回 30人 所要時間約 1時間 材料費 500円  

 

(12) ペーパークラフト 

①土器をつくろう 

8月 24日（木） 

定員 各回 16人 所要時間約 2時間 材料費 100円 

②ブーメラン，六角がえしをつくろう 

8月 30日（水）        

定員 各回 16人 所要時間約 1時間 材料費  50円 

 

(13)  伊勢型紙のしおりをつくろう      

8月 25日（金）,31日（木）                   

定員 各回 10人 所要時間約 1時間 材料費 100円 

 

＊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。 

＊小学 3年生以下の児童は保護者の付き添いが必要です。 

◆問い合わせ先 

鈴鹿市考古博物館  担当 樋元・田中  直通電話 374－1994 



○草木染め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 500 円 

8 月９日（水） 
定員 各回 10 人            所要時間約 2 時間 

○ストーンアート・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 400 円 
８月 10 日（木） 
各回 16 席入替制        所要時間約 1 時間 

○リメイク缶アート・・・・・・・・・・・・・・・材料費 400 円 

8 月 17 日（木） 
各回16席入替制        所要時間約2時間 

○麦わらの虫かご・・・・・・・・・・・・・・・材料費 500 円      
８月 23 日（水）          
定員 各回 30 人            所要時間約 1 時間 

○ペーパークラフト①土器をつくろう材料費 100 円 
８月 24 日（木） （高学年向き） 
定員 各回１６人        所要時間約 2 時間 

○ペーパークラフト②ブーメラン，六角がえし 

８月 30 日（水）・・・・・・・・・・・・材料費  50 円        
定員 各回１６人           所要時間約 1 時間 

○伊勢型紙のしおり・・・・・・・・・・・・・材料費 100 円      
８月 25 日（金）,８月 31 日（木）                   
定員 各回 10 人           所要時間約 1 時間 

夏休み子ども体験博物館 2017 
７月２１日（金）～８月３１日（木）   

 休館日 毎週月曜日，第３火曜日（祝日の場合は開館） 

◇期 間 中 毎 日 開 催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇限 定 体 験 講 座（小中学生対象） ＊鈴鹿市考古博物館：０５９－３７４－１９９４ 
《講座一覧》※各講座とも定員あり！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○博物館キーホルダー （プラバン）材料費 200 円 
７月 21 日（金），８月 16 日（水）    
各回 10 席入替制        所要時間約１時間 

○アンギンのコースター・・・・・・・・・・材料費 300 円 

７月 23 日（日） 
定員 各回 10 人            所要時間約 2 時間 

○竹笛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 100 円 

7 月 26 日（水），8 月 11 日（金） 
各回 16 席入替制           所要時間約１時間 

○編みかご・・・材料費:丸かご300円 角かご500円 

丸型・・７月 27 日（木） 
角型・・8 月 18 日（金）（高学年向き） 
定員 各回 10 人            所要時間約 2 時間 

○土鈴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 200 円      
7 月 28 日（金），８月 ４日（金）       
定員 各回 10 人            所要時間約 1 時間 
※乾燥・焼成後お渡しいたします。           

○万華鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 500 円 
８月２日（水） 

定員 各回 15 人            所要時間約 30 分 

○古墳模型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費 300 円 
８月３日（木） 
定員 各回 10 人           所要時間約 90 分 

《限定体験講座参加方法 》(下記注意事項をご理解のうえでご参加ください。) 

★事前の申し込みは受け付けておりません。当日,博物館エントランスホールにお集まりください。 

★参加希望者が小学校 3 年生以下の場合，お子様一人につき保護者が一人必ず付き添ってください。 

★受付時間 (入替制を除く)午前の部 9:00～9:15（講座開始 9:30～），午後の部 13:00～13:15（講座開始 13:30～） 

「入替制受付」午前 9:00～11:00（開始 9:30）,午後 13:00～15:00（開始 13:30）先着順です。 

★限定体験講座の希望者が定員を超えた場合は，受付終了後に抽選を行います。 

 （御希望に添えない場合もありますので，予め御了承ください。） 

 

※団体で利用される場合は事前にご予約ください。 ※土笛は乾燥・焼成後お渡しいたします。 

夏休み中に土笛の受け取りを希望される場合は 8 月 6 日（日）までにお越しください。 

 

勾玉作り＆土笛作り 
材 料 費  勾玉 300 円 土笛 200 円 
受付時間  9:00～10:00 13:00～14:00 

勾玉に夏休みだけの限定色（黒・ピンク）登場！ 

◇磐城山遺跡発掘体験 （小中学生対象） 参加費無料 定員各回２０人（要予約） 

7 月 29 日（土）①9:00～ ②13:30～ 所要時間約２時間 ※雨天等延期の場合は８月 5 日（土） 

受付期間７月１１日（火）～２３日（日）  （＊小学校３年生以下は，保護者同伴） 

考古博物館まで電話でお申込みください。(9 時～17 時) ※先着順となります。 

火起こし 
体験費用 100 円 

受付時間 11:00～11:30 15:00～15:30 

＊雨天中止 

 

屋外で開催のため悪天候時中止です。 

         

 


