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まほろんイベント「第 11 回双六大会」
まほろんでは、古代の文化に関する体験学習の一環として、平安時代に大流行した盤

ばんすごろく

双六の競技会を

開催しています。第 11 回目となる今回は、平成 27 年 1 月 18 日（日）に、県内外から 28 名の方が参加

し、熱い戦いを繰り広げました。

大会では、参加者を大人（中学生以上）と子ども（小学生）に分けて、予選と敗者復活戦を行いまし

た。常連の参加者が順当に勝ち上がってくるかと思いきや、思わぬ番狂わせなども起こり、大会のレベ

ルが年々、向上していることを実感します。

続く決勝トーナメントでは、予選と敗者復活戦を勝ち抜いた大人４名と子ども４名の計８名が優勝を

目指して争いました。組み合わせの抽選によっては大人と子どもが対局することもありますが、その場

合にはハンデがつくため、これまでと違った緊張感が漂います。

激戦を勝ち抜いて優勝決定戦に進出したのは、ともに東京都から参加した鷲
す み

見裕治さん（写真左）と

羅
ら い や

衣夜さん（写真右）です。時代衣装を着用しての決定戦を制したのは、前回３位の実力者・鷲見さん。

敗者復活トーナメントから勝ち上がり、悲願の初優勝を達成しました。

今回の大会で、初めて県外の方が優勝されました。ますます盛り上がりをみせる双六大会は、平成

27 年度も開催いたします。次回の栄冠は、誰の頭上に輝くのでしょうか。

< 決勝戦の様子 >



  　まほろんイベント

　２月 15 日（日）

に、恒例の「まほ

ろん冬まつり」を

行い、400 名のお

客様にお越しいた

だきました。

　今年は新企画が

  　体験学習

実技講座「古代の鏡をつくろう」

　平成 26 年度は、県内外から２万７千人余りの方々

にご来館いただきました。平成 13 年７月の開館か

ら平成 26 年度までの延べ入館者数は 42 万９千人と

なります。

　平成 25 年度は、大雪の影響により２月開催の「冬

まつり」の入館者が大きく落ち込みましたが、平成

26 年度の「まほろん冬まつり」は 400 人の方にお

  　平成 26 年度の入館者数　

目白押し！「紙細工をつくろう」では、和紙でつく

る「かざぐるま」や「おひなさま」、江戸時代の玩
が ん ぐ

具「ず

ぼんぼ」をつくりました。

　また、「まほろん冬のファンタジー」では、冬ま

つりまでの約１ヵ月間、来館者の方にご協力いただ

き作成した 115 基の灯ろうに、明かりを灯しました。

願い事や今年の目標など、様々な思いが詰まったあ

たたかな光のファ

ンタジー。普段と

は違った幻想的な

まほろんは、いか

がでしたでしょう

か。

平成 26 年度「まほろん冬まつり」

　すぐに定員を満たし

て、大盛況となった実

技講座です。１月 25

日（日）に行いました。

製作は、鋳
い が た

型粘土で

鏡の型
かた

をとる作業から

スタート。上手に型をとることができれば、半分は

成功したのも同然。型
か た ど

取り作業では、皆さん何度で

も納得いくまでチャレンジしていました。

いよいよ、鋳
い こ

込み作業です。溶けた熱
あつあつ

々の合金を、

鋳型に一気に流すのがポイントです。写真の男の子

の表情は真剣そのもの。

冷めた鏡を取り出したら、鏡
きょうめん

面の磨き方の作業に

なります。つらく単調な作業ですが、最も重要です。

１時間以上、ひた

すら磨くと…。小

さくても立派な鏡

が完成です。顔が

うつるピカピカの

鏡に、みなさんニ

ッコリ笑顔でした。

越しいただき、大盛況のうちに終了しました。　

　今年度も、“見て・触れて・考え・学ぶ”体験型

フィールドミュージアムをコンセプトに多彩なイベ

ントを実施予定です。是非、ご来館ください。

月間入館者数

地域別構成比 団体利用比率

1,000

1,301

1,529

1,631

幼児 小中学生 高校生 一　般 入館者合計

４月 88 3 1,398 2,489

５月 252 51 2,136 3,740

６月 248 7 1,578 3,362

７月 132 16 1,480 3,259

８月 196 652 46 1,802 2,696

９月 71 666 4 1,369 2,110

10月 78 746 1 1,716 2,541

11月 161 421 41 1,225 1,848

12月 88 145 7 905 1,145

１月 36 249 24 809 1,118

２月 112 294 11 1,111 1,528

３月 76 101 14 1,139 1,330

合計 1,538人 8,735人 225人 16,668人 27,166人

<「紙細工をつくろう」の様子 >

<「まほろん冬のファンタジー」の様子 >

< 鋳込み作業の様子 >

< 完成した作品と参加者 >



　平成 27 年度の館長講演会は、考古学の視点から

世界史をとらえ直す内容で、全５回のシリーズとな

ります。

　第１回は、５月 17 日（日）で、『世界史の中の縄

文文化』と題して開催します。第２回は７月 18 日

（土）、第３回は９月 12 日（土）、第４回は 11 月 15

日（日）、第５回は平成 28 年２月６日（土）に実施

する予定です。考古学の方法による人類史研究のあ

ゆみと、その意義などを考える講演となる予定です。

会場はいずれもまほろん講堂、定員は 60 名（先着順）

で、参加費は無料です。

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。

  　まほろんからのお知らせ

まほろんショップからのお知らせ

  　平成 27 年度館長講演会のご案内

 まほろんでは、５月２日（土）～６日（水）まで、「ゴ

ールデンウィークまほろんまつり」を予定していま

す。

 火おこしや弓矢、紙かぶとづくりなど、楽しい体

験メニューを多数ご用意して、皆様のご来館をお待

　まほろんでは、ボランティアの方が活動していま

す。

　常設・野外展示の展示解説、イベントの補助、縄

文や奈良時代の復元住居での火番、オリエンテーリ

ングに加え、火おこしで使用する火
ほ く ち

口の製作やアン

ギン編み、植物観察ツアーなど、幅広い活動でまほ

ろんをサポートしていただいています。

　今年の４月からは、新たに２名の方を迎えて 22

名で活動を進めていきます。来館の際は、黄色のブ

ルゾンやエプロンを着用したボランティアにぜひお

声がけ下さい。

  　まほろんボランティア

  　５月のまほろんイベント

ちしています。

 なお、詳しい体験内

容や体験時間等につい

ては、まほろんホーム

ページ等をご覧くださ

い。

　第２回以

降の詳細に

ついては、

随時お知ら

せしていき

ますので、

ホームペー

ジ等でご確

認 く だ さ

い。

楽しいよ！

 埴
は に わ

輪を型どった新商品「は

にわクッキー」。お客様か

らも「かわい～！」と好評

販売中です。勾玉クッキー

と合わせてまほろんの人気

商品です（１個４００円・

税込み）。

< 縄文時代の家での火番の様子 >

< 昨年度の館長講演会より > < 昨年度の「ゴールデンウィークまほろんまつり」の様子＞



今年度の行事予定

１　まほろんイベント
　　　期　日 イ　ベ　ン　ト　内　容 募集締切 募集人数 対　象 参加費等

７月26日（日） 暑さをも吹き飛ばす、楽しい体験ばかり！ － －

11月３日（火） まほろん秋まつり 秋にちなんだ楽しい体験メニューがいっぱい。 － －

12月６日（日） 竪杵や横杵で、もちつきなどをします。 － －

１月17日（日） 「盤双六」の大会を行います。 １月11日（月） ２０名 小学生以上

２月14日（日） 色々なコーナーで体験学習が行えます。 － － どなたでも

（小学3年生以下は保護者同伴）

２　実技講座
　　　期　日 　　　体　　験　　内　　容 募集締切 募集人数 対　象 材料費

５月10日（日） 土器づくりに挑戦します。 ５月６日（水） １６名 小学生以上 １ｋｇ１２０円

６月14日（日） ５月につくった土器を野焼きします。 － － － －

６月28日（日） カラムシを刈り取り、繊維を取り出します。 ６月21日（日） １６名 中学生以上 ５００円

７月19日（日） カラムシの繊維から糸をつむぎだします。 － － － －

８月１日（土） 原石を割り、石器をつくります。 ７月26日（日） 親子10組 小学生以上 ２００円

８月８日（土） タデアイで絹布の染色をします。 ８月２日（日） 午前・午後各16名 小学生以上 １，２００円

８月30日（日） カラムシの糸でアンギン編みの布をつくります。 － － － －

９月26日（土） 粘土を使って土笛をつくります。 ９月20日（日） 家族１０組 小学生以上 １㎏１２０円

10月18日（日） ロクロを使ってお茶碗の形をつくります。 10月12日（月） ２０名 小学生以上 ３００円

11月８日（日） 石に彫刻して印章をつくります。 11月３日（火） １６名 小学生以上 ４００円

11月22日（日） 10月につくったお茶碗に、絵付けをします。 － － － －

11月29日（日） 型に金属を流して鏡をつくります。 11月23日（月） １２名 小学生以上 ６００円

12月20日（日） お正月飾りの門松をつくります。 12月13日（日） 家族１０組 小学生以上 ６００円

１月24日（日） 縄文時代の土偶と土面をつくります。 １月17日（日） 親子１０組 小学生以上 １㎏１２０円

１月30日（土） 文様や形の複雑な縄文土器をつくります（形づくり）。 １月24日（日） １０名 中学生以上 １ｋｇ１２０円

１月31日（日） 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　 　　（文様づけ）。 － － － －

２月21日（日） ガラス玉と組紐でアクセサリーをつくります。 ２月14日（日） 親子６組 小学生以上 ５００円

２月28日（日）
１月につくった縄文土器や土偶・土面を野焼
きします。

－ － － －

（小学3年生以下は保護者同伴）

３　まほろん森の塾（本年度の塾生を募集しております）
期　日 募集人数 対　象 参加費

４　まほろん文化財講演会（申込不要）　会場：まほろん講堂
期　日 募集人数 対　象 入場料

６月６日（土）

７月25日（土）

８月29日（土） 第３回「古代末の福島と陣が峯城跡」

11月28日（土） 第４回「災害痕跡を掘る」

12月12日（土） 第５回「白川城と小峰城」

１月９日（土） 第６回「旧石器時代研究のいま」

５　企画展示等　会場：特別展示室

※「タイトル」は、変更になる場合がございます。

　  ５月30日（土）～７月５日（日）

  ７月25日（土）～９月27日（日）

５月17日（日）
～

11月15日（日）

無料

     ３月５日（土）～５月８日（日）

収蔵資料展「磐越自動車道の遺跡～会津盆地の弥生時代～」

ふくしま復興展Ⅰ「古代の文字～出土文字資料から見たふくしま～」

指定文化財展「奥州藤原氏の時代とふくしま」

ふくしま復興展Ⅱ「よみがえる文化財」

連携特別展「発掘ガール（仮称）」

収蔵資料展「縄文土器の年代」

　  ２月７日（土）～５月10日（日）

まほろん感謝デー

まほろん双六大会

10月1７日（土）～12月６日（日）

   １月９日（土）～２月14日（日）

会　期 タ　イ　ト　ル

どなたでも

　５月２（土）～
　６日（水）

カラムシから布をつくろう①

親子で石器をつくろう

小学４年生～
中学３年生

縄文土器づくり上級編①

親子でアクセサリーをつくろう

家族で門松をつくろう

－ －

　体　験　メ　ニ　ュ　ー

　イベント名

無料どなたでも
６０名

（先着順）

第２回「世界遺産「平泉」と奥州藤原氏」

１，０００円

－

第１回「出土文字資料と古代の東国」

講　　演　　題

家族で土器づくり（初級編）①

ゴールデンウイーク
まほろんまつり

火おこしや弓矢などの楽しい体験がもりだくさん。

まほろん夏まつり

縄文土器づくり上級編②

古代の印章をつくろう

家族で土器づくり（初級編）②

縄文土器づくり上級編③・土
偶・土面をつくろう②

１５名

古代の染色にちょうせん

カラムシから布をつくろう③

カラムシから布をつくろう②

内　　　容

春～秋を通して、原始・古代の衣・食・住をたのしく体験します。（６回開催）

－まほろんを描こう

親子で土偶・土面をつくろう①

９月19（土）～
23日（水）

家族で土笛をつくろう

まほろん冬まつり

まほろんの敷地内で絵を描きます。

茶わんづくり②

ミニチュア鏡をつくろう

茶わんづくり①


