
イベント「まほろん冬まつり」
今年は積雪が残る冬らしい中、２月 14 日（日）に「まほろん冬まつり」が行われました。イベント当日はお

天気にも恵まれ、多くの方々が来館されました。玄関では、時代衣装を着た職員がお出迎え。「お侍さんがいるよ！」

と子供さん達の声が聞こえてきます。館内では、「昔の遊びに挑戦」、「カラムシの笛づくり」、「本物の土器と石

器をさわろう」、「カルメ焼き体験」、「勾玉づくり無料体験抽選会」などが行われました。「本物の土器と石器を

さわろう」では、「本当にさわってもいいですか？」とドッキ・ドキしながら本物の土器にさわったり、職員が

作った石器で新聞紙を切る体験では、「すご～い。本当に切れた。」とその切れ味に大変驚いていました。

また、館外では「家族で !! 友達で !! まほろんもみぎりファイヤー」が行われました。今回は、棒１本で行う「も

みぎり」で火おこしに挑戦です。制限時間内に火
ひ だ ね

種をつくることが出来れば、まほろんオリジナルグッズプレゼ

ントです。職員の「スタート」の掛け声と同時に、肌寒い野外の会場は一瞬の内に熱気に包まれました。会場の

あちらこちらからは、「本当につくの？」、「無理です !!」、「煙がでてきたよ。がんばって !!」などの声が聞こえ

てきます。その中から「つきました」との歓声が、職員が確認にすると見事に火種が出来ていました。難易度の

高い「もみぎり」でしたが、力をあわせて合計３組のご家族が「もみぎり」に成功です。

今年もこのように館内・館外で様々な体験を行う子供さん達やご家族の歓声が聞こえる大変にぎやかな「まほ

ろん冬まつり」となりました。

ＶＯＬ .36

（平成 2 ２年 4 月 15 日発行）

福島県文化財センター白河館

    〒 961-0835

福島県白河市白坂一里段 86

　 TEL 0248-21-0700（代）

   FAX 0248-21-1075

   URL http://www.mahoron.fks.ed.jp



 

 

 　イベント「毬
ぎっちょう

杖大会」

 　企画展示案内
を展示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この地域に人々の生活の兆しが見えるのは、旧石器

時代にさかのぼります。最初の展示コーナーは、「宇

多のあけぼの」と題し、新地町三
さんがんち

貫地遺跡の旧石器

をはじめ、相馬市段ノ原Ｂ遺跡の縄文土器や、新地町

向
むかいだ

田Ｇ遺跡の弥生土器、古墳時代の相馬市大森Ａ遺跡

水田跡から出土した田
た げ た

下駄や、同市善
ぜんこうじ

光寺遺跡の窯
かまあと

跡

から出土した須
す え き

恵器などを展示しました。

　「宇多の製鉄」のコーナーでは、主に平安時代の資

料を展示します。当時の最先端技術である製鉄を営ん

だ遺跡が、この地ではたくさん見つかっています。炭

を燃やし、砂鉄を溶かして鉄を取った様子や、鉄を溶

かして鋳
い も の

物を作った様子のわかる新地町向田Ａ遺跡、

相馬市山田Ａ遺跡・猪
いのくら

倉Ａ遺跡・猪倉Ｂ遺跡からの出

土資料を紹介しています。

　「宇多の製
せいえん

塩」コーナーでは、かつてこの地にあっ

た新
にいぬまうら

沼浦（現在の相馬中核工業団地東地区や相馬共同

火力発電所の所在地）のまわりで、江戸時代に営まれ

ていた新地町（師
もろやま

山遺跡・双
ふ た ご

子遺跡・山中Ｂ遺跡など）

や、相馬市（鷲
わしづか

塚遺跡）の入
い

り浜
はましきえんでんあと

式塩田跡で使用され

た製塩の木製道具や、製塩を営んだ人々が使った陶器・

磁器などを展示しています。

　うららかな陽気の春の 1日、まほろんにお越しいた

では、25 年ほど前に、相

馬地域総合開発などに伴っ

て、大がかりな発掘調査が

行われました。この調査で

およそ奈良時代から平安時

代の製
せいてつ

鉄遺跡群や、江戸時

代の製
せいえん

塩遺跡群などが発見

されました。この展覧会で

は、宇多の地に特徴的な製

鉄や製塩に関わる考古資料

まほろん収蔵資料展「新
しんぺん

編陸
む つ の く に

奥国風
ふ ど き

土記　巻
まき

之
の

八
はち

宇
うだのこおり

多郡」

　会期：３月 13 日（土）～５月 16 日（日）

　会場：まほろん特別展示室（入場無料）

　毎年、春に開催する収蔵資料展をご案内いたします。

まほろんには、福島県内各地から出土した考古資料が

収蔵されていますが、その中から、毎年古代の市や町

にあたる「郡」ごとに、収蔵資料の展覧会を開催して

います。「風土記」とは、奈良時代に各地の歴史や特

産物をまとめた書物です。「出雲国風土記」や「常陸

国風土記」などが良く知られています。まほろんでは、

地域の歴史や文化を復元し、ふるさとの歴史を紹介す

る新たな風土記を「新編陸奥国風土記」として開催し

てきました。

  「巻之八」となる今回は、現在の相馬市と新地町に

相当する「宇多郡」を対象に取り上げます。この地域

だき、いにしえの「宇

多」の歴史に、じっ

くりと思いを馳
は

せて

みてはいかがでしょ

うか。< 獣
じゅうきゃく

脚　山田Ａ遺跡 > < 木
き っ か

鍬　師山遺跡 >

　３月 13 日（土）に体験広場でイベント「毬杖大会」

を開催しました。３日前には体験広場が雪に覆われ、

開催が危ぶまれましたが、当日までに雪はすっかり溶

け、広場には子供たちの元気な声がこだましました。

　毬杖は奈良時代頃に始まった杖
つえ

で毬
まり

を打ち合う遊び

で、羽根突きのようにして遊んでいたようです。毬を

地面に落とさずに杖で打ち合うことは難しいので、ま

ほろんでは独自のルールで毬杖を楽しんでいます。

　

　

　当日は、６年生女子の「Ｏがたチーム」、小学２～

５年生男子の「ルビーチーム」と「クリスタルチーム」、

さらに、数十年前に小学生だったまほろんボランティ

アチームが参加し、総当たりのリーグ戦を行いました。

いずれの試合も手に汗握る熱戦で、終わってみれば、

２勝１敗のチームと１勝２敗のチームがそれぞれ２チ

ームずつとなり、得失点差で順位を決定しました。

　その結果、ルビーチームが栄えある栄冠を手にし、

藤本館長からまほろん優勝旗が授与されました。

< 競技の様子 > < 優勝チーム > 





ご利用案内

開館時間　9：30 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）

休 館 日 月曜日（月曜日が祝日・休日の場合はその翌日、

　　　　　ただしＧＷ・夏休み期間中は開館）、国民の祝日

　　　　　の翌日（土曜日・日曜日にあたる場合は開館）、

　　　　　年末年始（12 月 28 日～１月４日）

入 館 料　無料（体験学習によっては、材料費が必要な場

　　　　　合があります。）

そ の 他　団体（20 名以上）でご利用の場合は，事前に   

          ご予約ください。

  　文化財研修のご案内

   　平成 21 年度の入館者数

 　まほろんからのお知らせ

　　　　　　　　　４～６月の研修

　平成 22 年度のまほろん文化財研修は、幅広いメ

ニューを用意しました。４～６月は、例年ご好評をい

ただいている考古学基礎講座の２コースです。

　５月 15 日（土）は、考古学基礎講座Ⅰ「まほろん

収蔵の考古基礎資料Ⅰ（近世・近代の陶磁器）」を行

います。当館収蔵の陶磁器を、わかりやすい解説と共

に実見することができる絶好の機会です。

　６月 19 日（土）は、考古学基礎講座Ⅱ「福島県の

宝物Ⅱ（弥生時代前期の遠賀川系土器）」を行います。

石川町鳥内遺跡の出土品など、県内の代表的な前期弥

生土器の考古学的価値を解説します。

　なお、７月以降の予定は館内掲示の他、ホームペー

　平成 21 年度は、県内外から約 3 万 2 千人の方々に

ご来館いただきました。平成 13 年７月の開館以来、

これまでに 29 万８千人の方々にまほろんの展示を楽

しんでいただきました。

　今年度も、様々なイベント、実技講座、研修会や企

画展を実施する予定ですので、多くの方々のご来館を

お待ちしております。　

< 遠賀川系土器 >

 石川町鳥内遺跡

ジ上で公開していますで、早くお知りになりたい方は、

そちらをご覧ください。

　　　　　屋外のベンチがリニューアル　　　　 

  春本番！まほろんの桜の花も、咲きました。

　そんな陽気にあわせて、屋外のベンチがリニューア

ル。暖かい日差しを浴びながら、お弁当を広げるのは

楽しいですよ。

　ご家族、お友達同士で、ご来館ください。

月別入館者数

幼児 小中学生 高校生 一　般 入館者
合　計

４月 109 1,153 16 1,192 2,470
５月 203 1,128 28 1,728 3,087
６月 132 1,173 35 2,391 3,731
７月 311 1,084 25 2,573 3,993
８月 301 929 36 2,282 3,548
９月 137 960 12 2,087 3,196
10月 268 1,292 122 2,196 3,878
11月 109 464 3 2,019 2,595
12月 103 190 5 1,102 1,400
１月 99 171 12 865 1,147
２月 136 407 25 756 1,324
３月 126 256 56 1,146 1,584
合計 2,034 9,207 375 20,337 31,953


