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ふるさと歴史たんけん隊員に
なりませんか？
旧見付学校企画展お知らせ
旧赤松家企画展お知らせ
竜洋町史資料編Ⅰ販売のお知らせ
国分寺復元映像 DVD 販売のお知らせ

P1･2
P3
P3
P4
P4

小学５・６年生のみなさんへ
ふるさとの歴史について興味を持っている人はいませんか？

たんけん隊では、磐田市の歴史や文化財をさまざまな体験を通して学習していきます。
わたしたちのまちのなりたちを学び、ふるさと磐田をもっと好きになりましょう。

∮∮ 活動スケジュール ∮∮
回

と

き

と

こ

ろ

内

容

１

６月 16 日（土） 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センターを探検しよう

２

７月 21 日（土） 埋蔵文化財センター

勾玉（まがたま）をつくろう

３

８月 24 日（金） 市内発掘現場

遺跡を発掘しよう

４

９月 29 日（土） 市内の史跡など

磐田の文化財を見にいこう

５

10 月 20 日（土） 埋蔵文化財センター

土器を作ろう

６

11 月 17 日（土） 埋蔵文化財センター

土器を焼こう、火おこしをしよう

申し込み方法
対

象：磐田市内の小学校５・６年生で、
各活動場所に直接集合できる人

定

員：先着 25 名

活動時間：９:30〜11:30
（活動内容によって変わる可能性もあります）
参加費用：実費負担
（材料費など年間 1,000 円程度）

高見丘遺跡群での発掘体験

申込期間：５月 28 日（月）〜６月８日（金） 8:30〜17:15 ※土・日曜日はのぞく
申 込 先：磐田市文化財課（埋蔵文化財センター）

電話 ０５３８−３２−９６９９（担当：渡邊）
活動内容などについて分からないことはコチラまでお気軽にどうぞ！
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平成 18 年度の活動を紹介します
ふるさと歴史たんけん隊結成♪

埋蔵文化財センターを探検！

『これからどんな活動をするのかな？』

『これは何だろう？初めて見たよ。
』

市内の史跡めぐり

高見丘遺跡群で発掘体験

旧赤松家の前で記念写真撮影

『あっ、石器見つけた！』

土器を焼こう

勾玉づくり

『うまく焼けるかな？』

『穴をあけるのは難しいなあ。
』
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《旧見付学校企画展のお知らせ》

見付の書画人展
幕末から近代にかけて見付宿において活躍した文人・書家の作品を展示します。
ふ く だ は ん こう

す ず き ばん か

ふ る た けいしょ

見付出身の福田半香、鈴木晩霞、古田桂所らの作品をはじめとした、１５名、２３
点の作品を展示しています。
日時 平成 19 年９月 23 日（日）まで
午前９時から午後４時 30 分まで
（休館日 月曜日・祝日の翌日）
場所 旧見付学校１階 西側展示室（見付 2452）

主な展示品
福田半香
鈴木晩霞
協力：橋本

「松林高士の図」「山水図」
「岳陽大観」「松渓訪友の図」
茂氏・青田

熱心に作品を見学する入館者

裕氏

《旧赤松家企画展のお知らせ》

磐田の戦後復興と赤松氏
磐田の戦後復興の過程を、男爵・赤松則良の孫にあたる、磐田市初代市長・赤松照
彦氏の事績より、写真で紹介します。

日時 平成 19 年７月 29 日（日）まで
午前９時から午後４時 30 分まで
（休館日 月曜日・祝日の翌日）
場所 旧赤松家記念館 北土蔵１階 米蔵ギャラリー
（見付 3884−10）
↓赤松照彦氏の写真など

十数点を展示しています。
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↑赤松照彦氏の肖像画

『竜洋町史 資料編Ⅰ 原始･古代･中世･近世』の販売を開始しました
竜洋町史の 3 冊目となる『竜洋町史 資料編Ⅰ 原始･古代･中世･近世』が 19 年 3 月に完成し、

4 月より販売を開始しました。本編は５８６ページで、古墳時代から慶応 4 年までの旧竜洋町域
に関係する資料３６４点を掲載しました。資料 1 点ごとに解説を加え、わかりやすくまとめまし
た。掛塚の廻船問屋の全国的な活動を表す資料や、近世村落の様子がわかる資料が掲載されてい
ます。地域の文化財として石造文化財 6 点を写真とともに掲載し、掛塚出身の国学者である関大
和についても肖像画と関係資料を掲載しました。また、附録には竜洋地域の古絵図 10 枚をほぼ原
寸大でカラー印刷し、古絵図の解説も本編に掲載しています。ぜひこの機会にお買い求めいただ
き、竜洋地域の歴史について理解と愛着を深めていただきたいと思います。
定価は 5,000 円（税込）で、埋蔵文化財センター、地域史編さん室（竜洋支所 2 階）
、なぎの木
会館で販売しています。
≪『竜洋町史 資料編Ⅰ』目次≫
第一章

天竜川と長下郡

第二章

天竜川と荘園

第三章

近世の掛塚湊

第四章

近世の村と地域

第五章

竜洋地域の古絵図

附

録 竜洋地域の古絵図（10 枚）

DVD『よみがえる！遠江国分寺』を販売します
好評販売中のコンピュータグラフィックスによる国分寺復元映像ビデオの DVD 版
を販売します。美しくよみがえった遠江国分寺の建物の映像をお楽しみください。
販売品

（23 分）
CG による復元映像 DVD『よみがえる！遠江国分寺』

価格

１枚 ５００円

販売開始日

平成 19 年６月 15 日（金）より

販売場所

○埋蔵文化財センター
時間 8:30〜17:00（土・日曜・祝日休み）
○旧見付学校
時間 9:00〜16:30（月曜・祝日の翌日休み）

国分寺 CG ビデオ（1,000 円）
・CD−R（500 円）
・
CG 画像集（1,000 円）も好評販売中です！

編集後記：
年度が替わり一ヶ月が経ち、新しい事業が動き
出しました。今月号はお知らせ満載となりまし
た。今年度の文化財課の計画には催し物が目白押
しです。その都度、文化財だよりの紙面でご案内
しますのでぜひご参加ください。
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発行：磐田市教育委員会文化財課
(磐田市埋蔵文化財センター)
住所：〒438-0086 磐田市見付 3678-1
電話：０５３８(３２)９６９９
F AX：０５３８(３２)９７６４
M a i l：bunkazai@city.iwata.lg.jp

