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立子山タタラ製鉄
（復元古代炉での製鉄実験の様子）

◆　テーマ展　◆

古
いにしえ

・岩手のクロガネ
―発掘から見えてきた古代～中世の鉄文化―

2019年 6月8日（土）〜8月18日（日）

ゴールデンウィークスペシャルイベント
古
いにしえ

・岩手のクロガネ
̶発掘から見えてきた古代～中世の鉄文化̶

「岩手の往来～道路のいま・むかし～」

2019年度の定時解説

2019年度の利用案内

予約不要　館内実施のイベントは学生以上は入館料が必要です。
◆動物ふれあいコーナー ４月 29 日（月・祝）
いろいろな動物とふれあうことができる楽しいコーナーです。

◆ Nゲージ鉄道模型運転 ５月４日（土） 10：00 〜 16：00
 ５月５日（日）10：00 〜 15：00
博物館グランドホールを、Nゲージの鉄道模型が所狭しと走り回
ります。懐かしの風景が見つかるかも！	車両持ち込み可！

◆ミニＳＬに乗ろう  ５月４日（土）〜５月５日（日）
みんなでミニ SL に乗ろう。小さな蒸気機関車が
博物館の芝生広場を力強く走ります。
皆さんのご乗車をお待ちしております。

◆ゴールデンウィークアニメ特集
ミュージアムシアターの欄をご覧ください。

平日～土曜日 13：30 ～ 14：30／日曜日 10：30 ～ 11：30
当館解説員が常設展示室をご案内します。そのほかにも随時、解説
員が皆様のご質問や解説のご希望におこたえしています。
※他の館内イベントとの兼ね合いでお休みする場合もあります。
※ 夏休み期間中（７月20日（土）〜８月25日（日）  ※ただし休館日および

７月28日・８月４日・８月11日を除き）は「子供向け定時解説（わくわく
子どもツアー）」を行います。

■開館時間　９：30〜16：30（入館は16：00まで）
■休 館 日　月曜日（月曜が休日の場合は開館、翌平日休館）

ゴールデンウィーク期間中の４月27日（土）〜５月６
日（月）は無休、翌５月７日（火）は休館です。
		9月		1日（日）〜9月10日（火）		［資料整理日］
12月29日（日）〜1月		3日（金）		［年末年始］

■入 館 料　一般 310（140）円　学生 140（70）円
　　　　　　高校生以下無料

　（　）内は20名以上の団体割引料金
※	５月18日（土）は国際博物館の日、11月３日（日）は
文化の日で無料
※９月16日（月）敬老の日は65歳以上の方は無料

・	学校教育活動で入館する児童生徒の引率者は、申請により入館料
免除となります。
・	療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、
及びその付き添いの方は無料です。

　近年、多数の鉄生産関連遺跡が復興関連等で発掘調査さ
れ、これまで不明だった岩手の古代から中世の鉄文化の様
相が明らかとなってきました。今回のテーマ展では主に沿
岸部で出土した資料を中心に、県内の最新情報を紹介し、
岩手の鉄生産の技術的変遷と系譜を辿ります。

　参勤交代や蝦夷地防衛の
ための往来に活用された奥
州街道、現在も開発が進む
宮古街道を中心に、藩政時
代から現在に至る岩手の道
路を紹介します。

2019年6月8日（土）〜8月18日（日）

2019年3月16日（土）〜5月6日（月）
2階 特別展示室

大槌烱屋鍛冶絵巻【複製】（当館館蔵）
中世末期の上は製鉄・右は鍛冶の様子

盛岡藩領内図（当館所蔵）

  ５月４日（土）〜５月５日（日）
みんなでミニ SL に乗ろう。小さな蒸気機関車が

みんな来てね！

■考古学セミナー　当日受付・聴講無料
　「古代東北の鉄生産（仮）」　　
　日時：7月28日（日）	13：30〜15：00
　会場：講堂　
　講師：能登谷	宣康氏	（公財）福島県文化振興財団	遺跡調査部	副主幹
■県博日曜講座　当日受付・聴講無料
　「岩手の古代〜中世鉄生産の系譜（仮）」
　日時：7月14日（日）		13：30〜15：00
　会場：講堂　
　講師：小山内	透（展覧会担当学芸員）
■製鉄実演　※当日雨天中止
　　　　　　　（前日雨天の場合も準備ができないため中止）
　日時：8月4日（日）		9：00〜16：00
　会場 ：岩手県立博物館正面玄関前
　実演講師：留畑	昌市氏（元釜石市鉄の歴史館館長）
■展示解説会　※大人は要入館料
　日時：6月30日（日）、7月21日（日）、8月3日（土）
　　　　各回とも14：30〜15：00
　会場：特別展示室

第 70回企画展
「よろい・かぶと・かたなの世界」

※	詳細は博物館だよりNo.161 や行事案内	秋・冬号、
ホームページにて掲載します。

9月21日（土）〜11月24日（日）  
2階 特別展示室

◆展示解說会
　３月 21日（木・祝）、４月６日（土）、５月４日（土・祝）
　14：30〜 15：20　２階特別展示室（要入館料）
　当館学芸員が、展示中の資料について解説いたします。
◆県博日曜講座　13：30〜 15：00　地階	講堂　入場無料
　３月 24日　	「岩手の往来と藤田武兵衛」	　薗田	貴弘（当館学芸員）
　４月 28日　	「岩手の道をつなぐ！	宮古盛岡間最大の難所		
　　　　　　　		区界峠の新しいトンネルと身近な土木」
　　　　　　　　　西川	幸一氏（宮古盛岡横断道路	新区界トンネル工事	

鹿島・東急特定建設工事共同企業体工事事務所	所長）

三陸ジオパークワクワクフェスタ
国立科学博物館巡回ミュージアム

「生命のれきし －君につながるものがたり－（仮）」
会期・会場

6月2日（日）〜16日（日）　岩泉町小本防災センター

6月22日（土）〜7月15日（月・祝） 大船渡市立博物館

　38億年前の地球最古の岩石、ようやく
現れたエディアカラ生物の化石、恐竜の
全身骨格などの標本・資料と一緒に地球
のれきし・生命のれきしをたどる46億年
のものがたりへご招待します。

テーマ展テーマ展

▲モシリュウの上腕骨

金小札茶糸縅二枚胴具足▶
（岩手県指定文化財 当館蔵）

［公益財団法人岩手県文化振興事業団博物館］
〒020-0102　盛岡市上田字松屋敷34番地
TEL 019-661-2831／FAX 019-665-1214
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/



2019年度の
古文書入門講座

6月８日〜23日の土・日曜　全6回　10:00〜11:30
　江戸時代の寺子屋教科書である『子供早学問』、『平泉往来』を、
基本的なくずし字を確認しながら読み進めていきます。
講　　師：当館学芸員
定　　員：30名　※要事前申込み（応募者多数の場合は抽選）
対　　象：一般・高校生以上の学生（初めて古文書を学ぶ方）
　　　　　※以前に受講された方はご遠慮ください。
募集期間：5月8日（水）〜5月24日（金）まで〈必着〉
申込方法：往復はがきに、①住所、②氏名（ふりがなも）、③電
話番号を明記の上、当館の「古文書入門講座係」宛に郵送して
ください。募集締め切り後、返信用はがきで連絡します。

2019年度の国際博物館の日記念
県博バックヤードツアー

5月18日（土）　参加無料
※要事前申込（応募者多数の場合は抽選）

　ふだんは見られない収蔵庫などを特別にご案内します。いず
れかのコースを選んでお申し込みください。（各回定員10名）
　①文化財レスキューコース	（所要時間約80分）	 10：10〜
　②自然コース	 （所要時間約80分）	 10：20〜
　③文化財レスキューコース	（所要時間約80分）	 13：10〜
　④歴史コース	 （所要時間約80分）	 13：20〜
募集期間：4月2日（火）〜4月26日（金）必着
申込方法：	往復はがきに①参加希望コース、②住所、③参加者

全員の氏名、④電話番号を明記の上、当館「県博バッ
クヤードツアー係」宛に郵送してください。

第77回自然観察会
見つけよう！ 夏の虫たち

7月28日（日） 10：00〜14：30
於、滝沢市相の沢キャンプ場　現地集合・解散

　鞍掛山のふもとで、色々な夏の虫たちと出会いましょう。
講　　師：千葉	武勝氏（当館研究協力員）
定　　員：20名（小学生以上）
参 加 費：100円（傷害保険料）
募集期間：6月18日（火）〜7月3日（水）　定員充足しだい締切
申込方法：	電子メールまたは往復ハガキで先着順に受付。詳細

はお問い合わせください。

7月7日（日）　10：00〜15：00
於、久慈市　現地集合・解散

　久慈市の周辺地域に分布する古第三紀暁新世の地層や化石の
観察を行います。
講　　師：堀内	順治氏（東京学芸大学附属国際中等教育学校）
定　　員：	20名（小学校高学年以上・要保護者承諾）　
　　　　　※要事前申込（先着順・定員充足しだい締切）
参 加 費：100円（傷害保険料）
募集期間：6月5日（水）〜6月15日（土）		定員充足しだい締切
申込方法：	電子メールまたは往復ハガキで先着順に受付。詳細

はお問い合わせください。

8月9日（金）・10日（土）　16：30〜17：30
	ふだんは見ることのできない閉館後の展示室を学芸員といっ
しょに歩き、新しい発見をしてみませんか。
定　　員：30名（小学生〜中学生とその保護者）　
　　　　　※要事前申込（先着順・定員充足しだい締切）
持 ち 物：懐中電灯
募集期間：7月24日（水）〜7月30日（火）の開館時間内
申込方法：9：30〜16：30に来館・あるいは電話にて。

毎月第 2・第 4 日曜　13：30 〜 15：00
当日受付　聴講無料　*展覧会関連講座

*4月28日	「岩手の道をつなぐ!		宮古盛岡間最大の難所
区界峠の新しいトンネルと身近な土木」

西川	幸一氏
（宮古盛岡横断道路	新区界トンネル工事	
鹿島・東急特定建設工事共同企業体工事事務所	所長）

5月12日	「卑弥呼のころの岩手	ー岩手の弥生時代ー」　　　　　　　　　　　　　　
金子	昭彦（当館学芸員）

5月26日	「十和田10世紀噴火の影響（仮）」　　　　　　　　　　　　　　　　　
丸山	浩治（当館学芸員）

6月  9日	「ストーンサークルの謎	ー縄文時代のモニュメントー」
濱田	宏（当館学芸課長）

6月23日	「吉田松陰が認めた男	ー那珂梧楼の思想ー（仮）」
武田	麻紀子（当館学芸員）

*7月14日	「岩手の古代〜中世鉄生産の系譜（仮）」
小山内	透（当館学芸課長）

*7月28日	「古代東北の鉄生産（仮）」
能登谷	宣康氏

（（公財）福島県文化振興財団	遺跡調査部）
8月11日	「生き物供養碑	ー生き物の魂を弔うー」

近藤	良子（当館学芸員）
8月25日	「生命史をひも解く	ー三畳紀ー」

望月	貴史（当館学芸員）
9月22日	「大名と甲冑（仮）」

原田	祐参（当館学芸員）

毎月第1土曜日 13：30〜15：00頃 
講堂　当日受付　視聴無料　※9月はお休みします。

●4月6日　春のアニメ特集（合計84分）
　「三びきの子ぶたの交通安全」	（アニメ/14分/幼児〜小学生低学年）
　「あの時「ボク」は自転車で…」	 （アニメ／20分／小学生）
　「ねぎぼうずのあさたろう		巻の三		嘘つき小僧すず吉、
村を守った秘密箱」	 （アニメ／50分／幼児〜小学生低学年）

●5月4日　ゴールデンウィークアニメ特集 （合計90分）
　「ぞくぞく村のオバケたち②	ちびっこおばけグー・スー・ピー」		
	 （アニメ／20分／幼児〜小学生低学年）
　「バンビ」	 （アニメ／70分／幼児〜小学生）
●6月1日　テーマ展関連  鉄	 （合計78分／一般向け）
　「南部鉄器」	 （記録／20分）
　「県政ニュース	昭和60年	この一年」	 （ニュース／14分）
　「県政ニュース	昭和55年	完成した県立博物館」	（記録／14分）
　「ふるさと岩手」	 （記録／30分）
●7月6日　夏休み直前アニメスペシャル
　「アテルイ」 （合計93分／アニメ／小学生〜一般）
　	故郷の未来を守るため闘った「アテルイ」が1200年の時
を超え、今、スクリーンに甦ります。

●8月3日　夏休み映画	 （合計80分／アニメ／小学生〜一般）
　「ぞう列車がやってきた」
　	日本が戦争をしていた頃、ぞうの命を守った人々のあた
たかい心が伝わってくる感動の実話物語です。

さまざまな遊びやものづくり、実験を体験してみましょう。
毎週日曜日　13:00 〜 14:30　

3 才以上の幼児（要保護者付き添い）〜小学生20名程度
※費用：	有料（100円〜 500円）　
※	要事前申込み。開催日の１週間前の日曜日から、電話または
博物館で開館時間（9：30〜 16：30）に先着順で受け付けま
す。1度に３名まで予約可能です。予約状況・材料費代はホー
ムページでご確認ください。

7日 スライムであそぼう
14日 オリジナル卵を作ろう
21日 まが玉アクセサリー
28日 こいのぼりづくり
５日 手づくり万華鏡
12日 化石のレプリカ
19日 砂絵
26日 チャグチャグ馬コづくり
2日 チャグチャグ馬コづくり
9日 草花のそめもの
16日 お絵かきはんこ
23日 ばねのキツツキおもちゃ
30日 スライムであそぼう
7日 ミニさんさだいこ
14日 ミニさんさだいこ
21日 土器づくり
28日 ミニさんさだいこ	★
4日 ちぎり絵のうちわ	★
11日 天然石のフォトフレーム★
18日 化石のレプリカ
25日 お月見かざり

1日（おやすみ）
8日（おやすみ）
15日 ３Dメガネで万華鏡
22日 まが玉アクセサリー
29日 手づくり万華鏡

2019年度上半期の
たいけん教室〜みんなでためそう〜

4月

8月

9月

5月

6月

7月

4月 13日・14日・20日・21日 ………………… テーマ：ジオラマ
5月 11日・12日・18日・19日 ………………… テーマ：ふわふわ
6月 8日・ 9日・15日・16日 ………………… テーマ：衣（い・ころも）
7月 13日・14日・15日・20日・21日 ……… テーマ：鉄（てつ）
8月 10日・11日・12日・17日・18日 ……… テーマ：青（あお）
9月 14日・15日・16日・21日・22日 ……… テーマ：旅（たび）

2019年度上半期の
チャレンジ!  はくぶつかん
チャレンジ！マークをさがして 博物館を探検！

毎月第２・第３土曜、日曜、月曜（開館日の場合）の開館時間
小学生向き　随時受付

★印は、
午前 10：00 〜 11：30 と
午後 13：00 〜14：30 の
2 回あります。

第76回地質観察会
久慈市周辺に見られる

暁新統の地層と化石（仮）

ナイトミュージアム
〜くらやみの中から語りかける資料をさぐる〜

2019年度上半期の
県博日曜講座

2019年度上半期の 
ミュージアムシアター
博物館で映画を楽しみましょう。


