
どんぐり

倶楽部通信

上野原縄文の森一般ボランティア募集

上野原縄文の森紙芝居（全4話）ができました

どんぐり倶楽部と楽しもう！（本格派そうめん流し＆工作）

アクセス

どんぐり倶楽部
主催イベント（上半期）

４月　ウォーキングと軽食を楽しもう
７月　本格派そうめん流し＆工作

ボランティアグループ上野原縄文の森支援
友の会（愛称：どんぐり倶楽部）では，土日
に「上野原遺跡」についてのガイドを復元集
落で行っています。また，年間を通して様々
なイベントを開催しています。春まつり・秋
まつりでは，くん製肉・くん製卵などの縄文
料理や，どんぐりの粉を用いた名物「どんぐ
りうどん」を販売しています。
いつも一期一会の気持ちでお客様とのふれ
あいを楽しんでいます。随時，会員を募集し
ていますので，興味のある方は上野原縄文の
森にお問い合わせください。

　上野原縄文の森では，遺跡ガイドや各種イベントの補助など園の事
業に協力していただけるボランティアを募集しています。ボランティア
活動や研修について，電話やメールなどでお気軽にお問い合わせくだ
さい。
　
●活動内容（希望する項目）
　遺跡ガイド…地層観察館，遺跡保存館及び復元集落のガイド
　展示館ガイド…常設展及び展望所のガイド
　体験活動補助…火おこし，弓矢作りなどの体験活動補助（体験学習館）
　各種イベント準備及び補助…春・秋まつり，一日縄文人体験などの準備及び補助
●ボランティア活動説明会
　ボランティアに関心のある方を対象に，毎年５月の開催を予定しています。
説明会の詳細は，開催時期が近づきましたらホームページ等でお知らせします。
●ボランティア活動研修会
　ボランティア登録者を対象に，毎年６月，２月の開催を予定しています。

園児や児童（小学校低学
年）向けの紙芝居で，来園さ
れる団体のお客様にご利用い
ただけます。ご利用の際は，
お気軽にスタッフまでお問い
合わせください。また，お子
様連れなどのお客様用とし

て，紙芝居を小冊子にしました。展示館内のこども図書コーナーに置
いていますので，ご来園の際は，是非ご利用ください。

遺跡保存館
国指定史跡内につくられた遺跡保存館では，
発見された竪穴住居跡や当時の調理施設と考え
られる集石遺構，連穴土坑など発見当時のまま
の姿で保存・展示しています。保存のために，
一年を通じて温湿度を一定に保ち，発掘した状
態のままで観察してもらえます。
また，音声ガイダンス（4カ国語対応）で，
わかりやすく遺跡保存館の解説を聴くことがで
きます。

12/30～1/1(年末年始)、2月中旬(臨時休園)
(4/29～5/5は無休)

(展示館入館は午後4時30分まで)

(休日に当たるときは、その翌日)

(団体は20名以上)　※展示館内の展示室・シアターのみ有料

遺跡保存館の様子

第１話じょうもんくんとばんごはん

❻

◇縄文の森インフォメーション
施設案内，開催予定のイベントや考古
学講座等を紹介します。

◇縄文クイズラリー
大人から子どもまで楽しめます。
オリジナルキャラクターが出題するよ。

◇考古学情報システム
県立埋蔵文化財センターの「埋蔵文化
財情報データベース」につながります。

◇バーチャル縄文人  
自分の顔写真を撮ってオリジナルのバー
チャル縄文人を作成しよう。

◇常設展示案内
お客様のスマートフォンやタブレット端末で，常設展示案内をご覧いただけます。
４カ国語対応　日本語，英語，韓国語，中国語

Uenohara
Jomon no Mori

２ページ　～考古学の世界への誘い～ 企画展等
3ページ　～楽しみながら学ぼう～ 参加体験型のイベント
4ページ　平成２７年4月～9月のイベント情報
5ページ　平成２６年度下半期実施事業の紹介
6ページ　施設等紹介ほか

平成２７年４月から常設展示機器の一部を
リニューアル

常設展示室に新設

2015.32015.3

★南日本新聞連載中

「古の美術品」
紹介コーナー

間近で見られる古の人々の技術や美的センスは， 必見！

平成26年12月までに紹介された出土
品の実物24点（常設展・企画展含む）
を展示中。（平成27年4月末更新予定）

８８

縄文体験をされたお客様の作品などです。

❶

平成26年度 下半期実施事業の紹介
第11回 縄文の森秋まつり
10月11日（土）・12日（日）の２日間の開催予定でしたが，台風
接近のため11日（土）のみの開催となりました。
体験広場内のステージでは，浄光保育園の浄光太鼓演奏と薩摩
剣士隼人ショーが行われ，まつりを盛り上げてくれました。縄文体
験のブースでは，親子・友達同士が弓矢作りやアクセサリー作り
などを楽しく体験していました。また，恒例のお楽しみ抽選会では，
当選者に薩摩剣士隼人とヤッセンボーから，ユーモアいっぱいの
景品贈呈が行われました。

展示風景

「古墳時代のかごしま
　　　　～1,500 年の時を越えて～」

鹿児島の古墳時代について，他県の資料も交え，南九州の墓の
形態や分布状況，副葬品，住居内遺物などを紹介しました。１月
２４日（土）には，国立歴史民俗博物館名誉教授の広瀬和雄氏に「大
隅の古墳時代―中央政権の対外政策をめぐって―｣と題して講演
を，ギャラリートークでは，講演の中で話題になった製塩土器や
短甲についてなど，他地域の発見例も交えた楽しく興味深い話を
いただき，参加者も熱心に質問されていました。

第41回企画展

平成２６年１１月２８日（金）～平成２７年３月２２日（日）

浄光保育園の浄光太鼓 お楽しみ抽選会

縄文村の十五夜まつり・
ミニコンサート
９月６日（土）に，どんぐり倶楽部主催の団子作りや綱引き，相
撲大会などの十五夜行事を楽しみ，夜は展示館ホール和紙ドーム
をバックに，クラリネット，オーボエ，フルートによる三重奏のミ
ニコンサートを，また，中秋の名月についての説明の後，弓張橋
のたもとから，望遠鏡を使って月の観察会を行いました。
参加者の皆さんに初秋の縄文の森の魅力を思いっきり体感して
いただけたと思います。

十五夜行事（つなひき） ミニコンサート

紅葉と音楽を楽しむひととき
11月29日（土）に，9,500年前の植生を復元した森の紅葉と，
ミニコンサート，もみじのしおり作りなどの体験活動を楽しんで
いただきました。
鮮やかな紅葉が広がる園内を散策しながら，写真撮影スポット
では紅葉や霧島連山を，思い思い写真に収めていました。
散策の後は，展示館ホールでコトコカ（コカリナと朗読のコラボ）
のお二人によるミニコンサートが行われました。秋にふさわしい
曲を演奏していただき，素敵な時間を過ごすことができました。

紅葉が美しい縄文の森 コトコカのミニコンサート

お正月を楽しもう
新年に向けて，12月21日（日）の午前中に，自然素材を使った「ミ
ニ門松作り」を，午後からは天まで揚がる「凧作りと凧揚げ大会」
を実施しました。ミニ門松作りでは，竹に縄を結ぶところや門松
の飾り付けに参加者の皆さんも悪戦苦闘していましたが，最後に
は立派な門松ができあがりました。
また，凧作りは，親子で協力しながら楽しく作りました。外では，
できあがった凧を早速揚げて参加者全員で楽しみました。
たくさんの笑顔に出会えた一日でした。

門松作り 凧作り

大人のための縄文体験
～グレードアップ！自分だけのオリジナルに挑戦～
大人の方を対象に，縄文の森の縄文体験をより楽しんでもらう
ため，通常の体験をグレードアップした縄文体験を実施しました。
６月には「美海真珠ストラップ」と「滑石　鳥ペンダント作り」を，
１月には「縄文ミサンガ作り」を行いました。グレードアップした
体験に苦戦することもありましたが，楽しい雰囲気の中で，素敵
な作品が出来上がりました。
自分だけのオリジナル作品を，自分へのごほうびに，また，家
族や友人へのプレゼントにいかがですか？

滑石 鳥ペンダント作り 完成した縄文ミサンガ

講演会

❺



展示の様子

河口コレクションコーナー
　常設展示室では，長年，鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者
河口貞徳氏（1909～2011）が調査した遺跡の考古資料等を紹介しています。
現在，平栫貝塚（霧島市）を中心とした展示を行っており，５月23日（土）
からは，山ノ口遺跡（肝属郡錦江町）を中心とした展示を行う予定です。

～平成27年4月～9月のイベント情報～

考古学講座（全５回）
５月23日（土）  第１回　古（いにしえ）の美術品
８月29日（土）  第２回　石器のある暮らし
９月19日（土）  第３回　出土品に書かれた文字から分かること
年間を通して，考古学のスペシャリストを講師
に迎え，多様なテーマについて深く学ぶことがで
きる講座です。座学はもちろん，講座内容によっ
てはフィールドワークも行います。

多彩な講師による分かりやすい講義が人気

考古学講座 ここがすごいぞ！上野原遺跡
ここがすごいぞ！上野原遺跡
 ～火山灰でわかる時期～

第42回企画展 第43回企画展

平成26年度に発掘調査や整理作業・報告書刊行を
行った遺跡を中心に，最新の情報を紹介します。

新発見！かごしまの遺跡2015
  平成27年7月17日（金）～11月15日（日）

蘇るSHOKU Ⅰ ～「食」から見える古の生活～
  平成27年4月17日（金）～7月5日（日）
獲物を求めて山野を駆け巡る遊動の生活から，農
耕などによる定住の生活へ…。
環境の移り変わりに適応しながら，様々な知恵と
工夫で生き抜いてきた古の人々の生活ぶりを，「食」
というテーマで紹介します。

企画展講演会

永吉天神段遺跡（曽於郡大崎町）を見学

現地見学 平成26年11月
第４回　遺跡を見学しよう

講座 平成26年８月
第３回　発掘調査から見る戦いの跡

なるほど，感動！ 発掘調査からわかる
郷土かごしまの歴史

日　時　5月9日（土）午後1時30分～午後3時
講　師　熊本大学  文学部教授   小畑 弘己 氏
場　所　展示館多目的ルーム
定　員　80人程度（要事前申込み）
資料代　100円
※講演会終了後，希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを
行います。（ただし，別途展示館利用料金が必要）

企画展講演会
日　時　第１回 8月22日（土）
　　　　第２回 10月31日（土）
　　　　午後１時30分～午後３時
場　所　展示館多目的ルーム
定　員　各回80名程度（要事前申込み）
資料代　100円
※講演会終了後，希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを
行います。（ただし，別途展示館利用料金が必要）

企画展講演会ギャラリートーク（第39回企画展）

企画展講演会企画展講演会

地層観察館地層観察館

展示風景展示風景

発掘調査の中で，時代を知る手掛かりの一つに，
火山灰があります。
上野原遺跡では，使われなくなった竪穴住居の中
に，9,500年前に大爆発した桜島の火山灰が堆積して
いたことから，竪穴住居が9,500年より前に作られた
という証となりました。
　地層観察館では，上野原の生きた地層を観察する
ことが出来ます。鹿児島県は，大昔から火山活動が
活発で，たくさんの
火山灰が降ってお
り，その堆積してい
る火山灰で時代を知
ることができます。
地層について，音
声ガイダンス（4カ
国語対応）で紹介し
ています。

～考古学の世界への誘い～ 企画展等

（第40回企画展　新発見！かごしまの遺跡2014）

一日縄文人体験（全6回）　縄文の森不思議探検（全３回）

｢縄文の繊維・カラムシ｣
紙すきにチャレンジ！（平成 26 年８月）

第１２回 縄文の森春まつり
縄文村に春が来た！  緑いっぱいの縄文の森に家族みんなでおいでよ！

10月には，「第12回　
縄文の森秋まつり」の
開催を予定しています。

上野原縄文の森で採れる素材を
活かして，縄文の森ならではの創作
などの体験ができるイベントです。

縄文の森で，歴史や自然の謎を
解き明かそう！

竪穴住居に宿泊し，縄文の森の
豊かな自然と縄文人体験を楽しみ，
自然や歴史について考え体験する
イベントです。

薩
摩
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●開催日時
　平成27年5月3日(日)～5月5日(火)
　午前10時～午後３時
●場　所
　上野原縄文の森  体験広場

●アクセサリー作り●作った弓矢で遊ぶ●火おこし大会

古代の人々の生活を楽しみながら学んでみよう。
火おこし(無料)，弓矢作り(300円)，アクセサリー作り(200円)ほか縄文体験

入場無料   （体験活動は，一部を除き有料）

縄文の森秋まつり
第12回

●バルーンパフォーマー･ピッピ

ステージイベント

●じゃんけんマン ●どんぐりうどん

 10:30～ じゃんけんマン　
 11:15～ 国分中央高校ダンス部＆松永たろうバンド　
 12:30～ じゃんけんマン
 10:30～ ぐりぶーショー＆記念撮影会
 11:15～ 松陽高校吹奏楽部
 12:30～ ぐりぶーショー＆記念撮影会
 10:30～ バルーンパフォーマー・ピッピ
 11:15～ 国分中学校吹奏楽部
 12:00～ なりきり縄文人レース
 12:30～ バルーンパフォーマー・ピッピ

●ステージスケジュール

屋台村 上野原縄文の森支援友
の会（どんぐり倶楽部）
のみなさんが販売する
「どんぐりうどん」。
ほかにも連穴土坑で調
理した「くん製肉」や「く
ん製卵」もあります。

◎13:30 ～
・火おこし大会
◎14:30 ～
・土器の重さ当て
クイズ結果発表
・お楽しみ抽選会

◎上半期の内容
6月27日㈯ 第1回　縄文の彩（いろ）・顔料を作ろう
7月26日㈰ 第2回　縄文の繊維・カラムシ
8月 1 日㈯ 第3回　縄文土器を作ろう

｢上野原の水について調べよう｣
上野原台地の地形を説明しています（平成26年７月）

◎上半期の内容
７月18日㈯ 第１回　上野原台地の植生を調べよう
８月19日㈬ 第２回　森のバックヤードツアー

夏休み縄文キャンプ村

　竪穴住居に宿泊！（平成26年７月）

くん製料理を作ろう！（平成26年7月）｢上野原の水について調べよう｣
水が湧いてるよ！（平成26年７月）

毎日開催

◎日程　７月２５日㈯～２６日㈰
～主な内容～
・縄文服作り ・縄文料理作り ・竪穴住居宿泊など

4月

5火

｢縄文の彩（いろ）・顔料を作ろう｣
バッグに模様を付けたよ！（平成26年６月）

３日

ステージでは，様々なパフォーマンスが繰り
広げられます。恒例の火おこし大会もあるよ！

～楽しみながら学ぼう～参加体験型のイベント

❷ ❸

日 曜日 申
込 行　　事　　名 料　金 備　考

4月
〜5 ～日 春休み企画展　新学期に向けての展示（３月26日（木）〜）

「新学期に向けての展示」
大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

17〜 金～ 第42回企画展 (〜７月５日（日）まで)
「蘇るＳＨＯＫＵ Ⅰ　～「食」から見える古の生活～」

大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

5月

3〜5 日～火 第12回　縄文の森春まつり　午前10時〜午後3時 入場無料 縄文体験は
一部を除き有料

9 土 ※ 企画展講演会
　　講師：熊本大学文学部教授　小畑　弘己　氏

100円 大人向け

10〜 日～ ミニ企画展　（〜５月31日（日）まで）
「〜見る・聞く・触るジオの日〜地層が語る鹿児島」

観覧無料

23 土 ※ 考古学講座　第１回「古（いにしえ）の美術品」 100円 大人向け

23〜 土 河口コレクション第１回展示（〜9月25日（金）まで）
大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

6月
7 日 ※ 大人のための縄文体験　第１回｢土器作り」 要材料代 大人向け

27 土 ※ 一日縄文人体験
第１回「縄文の彩（いろ）・顔料を作ろう」

要材料代 小学生以上

7月

17〜 金～ 第43回企画展（〜11月15日（日）まで）
「新発見！かごしまの遺跡2015」

大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

18 土 ※ 縄文の森不思議探検
第１回「上野原台地の植生を調べよう」

無　料 小学生以上

25・26 土・日 ※ 夏休み縄文キャンプ村 要参加料
小学生以上
(家族単位)

26 日 ※ 一日縄文人体験　第２回「縄文の繊維・カラムシ」 要材料代 小学生以上

8月

1 土 ※ 一日縄文人体験　第３回「縄文の土器を作ろう」 要材料代 小学生以上

19 水 ※ 縄文の森不思議探検　第２回「森のバックヤードツアー」 無　料 小学生以上

22 土 ※ 企画展講演会　第１回 100円 大人向け

29 土 ※ 考古学講座　第２回「石器のある暮らし」 100円 大人向け

9月

12・13 土・日 みて･きいて･あそぼう！鹿児島県文化振興財団体験フェア2015
(場所：宝山ホール)

入場無料

19 土 ※
考古学講座　第３回（かごしま県民大学連携講座と合同開催）
「出土品に書かれた文字から分かること」
（場所：かごしま県民交流センター）

100円 大人向け

26 土 ※ 縄文村の十五夜まつり・ミニコンサート 一部有料

○　詳細については，上野原縄文の森までお問い合わせください。
○　「※」がついているイベントは事前申込みが必要です。上野原縄文の森にお電話又はメールでお申し込みください。

❹


