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　平成 25 年度のまほろんは、「見て・触れて・考え・学ぶ」体験型フィールドミュージアムを目指して、

様々な展示や体験活動を実施するとともに、震災復興に焦点を当てた事業を展開し、福島県の文化の

復興の一助となるように、さらにまほろんから多くの皆様に「元気・勇気」を発信します。

　まほろんでは、東日本大震災で被災し、原子力発電所事故の影響により警戒区域に指定された浜通

り地方の双葉町・大熊町・富岡町の各資料館から救出された文化財を、敷地内に設置された仮保管施

設に整理・収納し、文化財復興展「救出された双葉郡の文化財」として展示公開します。被災地の一

刻も早い復興と救出された文化財が元の地域に帰れることを祈念し、広く県民の皆様に警戒区域の歴

史や文化を紹介します。　

　文化財講演会・文化財研修では、これまで同様に文化財等に親しむ機会を広く提供するとともに、

新たに、被災した多くの有形・無形の文化財の復旧・復興への取り組みについても紹介します。

　体験学習やイベント等では、様々な体験活動メニューを企画・実施し、すばらしい歴史を身近に感

じていただくと共に、いっそう皆様に親しまれるように努めてまいります。

震災復興とまほろん

<完成した文化財仮保管施設 >



  　企画展示案内

  　まほろん冬まつりの様子

　平成 25 年２月 17 日（日）、「まほろん冬まつり」

を開催しました。当日は天候にも恵まれ、前年を上

回る約 580 人の方々が来館し、冬のまほろんを満喫

していただきました。

　館内では、「昔の遊びに挑戦」、「本物の土器や石

器にさわろう」などが行われました。「昔の遊びに

挑戦」では、独楽まわし・お手玉・貝あわせ・福笑

いなどの遊びにチャレンジ。大人の方も、童心に返っ

て遊ぶ姿が見られました。また、「紙かぶと・缶バッ

ジづくり」では、自分でつくった紙かぶとや缶バッ

ジを、さっそく館内で身に着けて歩く光景も見られ

ました。

　「本物の土器や石器にさわろう」では、子ども達

が実際に遺跡から見つかった土器などに触れなが

ら、積極的に学芸員に質問していました。

　「昔のお菓子づくり体験」は、今回、綿菓子づく

文化財復興展

　「救出された双葉郡の文化財Ⅰ」

　会期：平成 25 年３月７日（木）～６月９日（日）

　会場：まほろん特別展示室（入場無料）

　文化財復興展は、東日本大震災で被災し、原発事

故の影響により警戒区域に取り残された浜通り地方

の双葉町・大熊町・富岡町の各資料館から文化財レ

スキューによって救出された資料を展示・公開し、

復興を祈念する企画です。

　今回の展示では、双葉町・大熊町・富岡町の考古

資料・民俗資料・古文書等の歴史資料を公開し、地

域の歴史や文化を紹介しています。
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りを行いました。機械の中で、割りばしをクルクル

回して、綿のような飴を巻き取っていく作業に、子

ども達も真剣でした。

　このほか、館内では「時代衣装を着てみよう」、「ま

ほろんオリエンテーリング」なども行われ、終日賑

わいました。

　館外では、毎年恒例となった「まほろんもみぎり

ファイヤー」で、多くの家族連れが、棒１本で行う

もみぎり式の火おこしに挑戦しました。成功した方

には、「火おこし名人」の認定証とまほろんグッズ

をプレゼントしました。

　なお、恒例となった福島県立図書館の移動図書館

では、来館された方々に書籍の貸し出しを行い、多

くの方にご利用いただきました。< 本物の土器や石器にさわってみよう >
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明治時代の布達集を展示しています。

　文化財は地域の歴史とともに歩み・守り・伝えら

れてきた貴重な財産

で、地域の人々の心の

支えでもあります。今

回の展示は地域の歴史

を後世に伝える貴重な

文化財を通して、警戒

区域内の歴史などに思

いを馳せていただけれ

ばと思います。< 煙草盆（双葉町歴史民俗資料館所蔵）>

< 仏像（大熊町民俗伝承館
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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３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・講演会のご案内

 　平成 24 年度の入館者数

  　まほろんからのお知らせ

５月のまほろんイベント

　５月３日（金）～６日（月）は、「ゴールデンウィー

４～６月の文化財研修・講演会について

　４～６月の文化財研修は、基礎講座研修２コース

を予定しています。５月 25 日（土）は、考古学基

礎講座Ⅰ「収蔵資料（縄文時代）」を実施します。

まほろん収蔵の縄文時代資料を実見しながら、県内

の縄文時代について理解を深めます。６月22日（土）

は、文献資料と地方史研究「文献資料による中世城

館研究」を外部講師を招いて行います。

　以上が４～６月の文化財研修です。各文化財研修

の詳細については、開催日の約１ヶ月前に、ホーム

ページや館内備え付けのポスター・チラシ等でお知

らせしますので、ご覧いただければ幸いです。事前

申し込みになりますが、みなさまの応募をお待ちし

ています。

　また、今年度の館長講演会は、「北日本の縄文文

化について」をシリーズとして、５回開催します。

第１回目は５月 19 日（日）です。文化財講演会に

ついては、４月 27 日（土）に「被災文化財復興事

業の取り組み」を、６月８日（土）に「小峰城の歴

史と震災復興」を行います。

　文化財講演会とまほろん館長講演会については、

事前申し込みは不要です。開催時間・内容について

は、ホームページや館内備え付けのポスター・チラ

シ等でお知らせします。みなさまの参加をお待ちし

ています。

　平成 24 年度は、県内外から２万６千人余りの方々

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 37 万５千人以上の方々にまほろん

の展示を楽しんでいただきました。

　東日本大震災の影響で 23 年度に激減した入館者

数ですが、24 年度には回復の兆しを見せています。

特に 12 月の入館者数は過去最高を記録しました。

　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。

クまほろんまつり」を開催します。

　火おこしや弓矢のほか、楽しい体

験メニューをご用意しています。

　詳細は、まほろんホームページ等

をご覧ください。

地域別構成比

月別入館者数

団体利用比率

月 幼児 小中学生 高校生 一般
入館者
合　計

４月 65 1,008 10 1,108 2,191

５月 216 1,246 30 1,898 3,390

６月 127 1,619 20 1,517 3,283

７月 144 843 20 1,391 2,398

８月 215 854 16 1,521 2,606

９月 175 896 11 1,323 2,405

10 月 206 928 35 1,377 2,546

11 月 70 339 11 1,253 1,673

12 月 268 447 10 1,215 1,940

１月 32 239 1 561 833

２月 182 321 16 1,104 1,623

３月 132 206 17 1,354 1,709

合計 1,832 8,946 197 15,622 26,597
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