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検索上野原縄文の森

～2020年4月～9月のイベント情報～

12/30～1/1(年末年始)、2月中旬(臨時休園)(1/2～1/3，4/29～5/5，8/13～8/15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人以上)　※展示館内の展示室・シアターのみ有料展示館利用料金

◇鹿児島県内にお住まいの70歳以上の方は，展示館利用料金が無料です。
◇鹿児島県内にお住まいの小･中･高校生は土･日･祝日に限り，展示館利用料金が無料です。
(いずれも年齢等が確認できる書類をご持参ください。)

【開園時間】 午前９時～午後５時
【 休 園 日 】 毎週月曜日

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・日曜日を中心に「上野原遺跡」についてのガイドを復
元集落で行うほか，様々なイベントを開催しています。
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おり，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までお問い合わせください。

どんぐり倶楽部紹介

主催イベント（上半期）（要事前申込み）
4月18日㈯ 　太古の森を歩く！森さんぽ（上野原縄文の森と共催）
7月25日㈯ 　本格派流しそうめん＆工作
9月26日㈯ 　縄文村の十五夜まつり

お得
情報

海コース立寄り施設

ご予約先：
鹿児島交通㈱国分営業所
℡0995－45－6733

鹿児島神宮

（奇数月)坂元のくろず「壺畑」情報館＆レストラン
（偶数月)黒酢の郷 桷志田

日当山西郷どん村

上野原縄文の森 ハイテク展望台

開催間近のイベント
（要事前申込み）

考古学講座第1回（どんぐり倶楽部との共催）
「太古の森を歩く！森さんぽ」

　7,500年前の縄文時代早期の植生を再現した森を木の
博士の解説を聞きながら歩き，樹名板をつけて，森の木に
親しんだあと，鶏飯などの食事を楽しもう！

日　時：4月18日㈯ 10時 ～ 12時
講　師：環境カウンセラー 寺田 仁志 氏
場　所：体験エリア及び体験広場
定　員：30人程度
参加料：500円（含昼食代）

考古学講座第2回
「上野原遺跡をめぐる火山」

　鹿児島の考古学を語る上で欠かせない火山。桜島や大
規模噴火で知られる鬼界カルデラをはじめ，上野原遺跡
を取り巻く火山やその活動について，解説します。

日　時：5月16日㈯ 10時 ～ 11時30分
講　師：鹿児島大学 准教授 井村 隆介 氏
場　所：展示館多目的ルーム
定　員：50人程度
資料代：100円

鬼　　瓦 御楼門の礎石

　2020年３月，城下町鹿児島のシンボルである鹿児島（鶴丸）城「御楼門」
の建設が完成しました。
　県立埋蔵文化財センターが，鹿児島（鶴丸）城跡保全整備事業に伴い御楼
門周辺の発掘調査を行った結果，礎石や地業等の御楼門の基礎構造や，排水
溝，石垣の裏込め，石塁等の遺構を確認し，鬼瓦をはじめとする瓦や陶磁器等，
江戸時代の城内の様子を物語る遺物も多量に出土しました。
　今回の企画展では，これまで知られていなかった鹿児島（鶴丸）城の機能
や構造を紹介し，あらためてその姿に迫ります。

開催期間：4月25日㈯ ～ 7月5日㈰  場 所：展示館企画展示室  料 金：展示館利用料金

企画展講演会（要事前申込み）
日　時：6月6日㈯ 10時～11時30分
場　所：展示館多目的ルーム
定　員：50人程度
資料代：100円

第57回企画展  御楼門建立 
た　　　　つ

～発掘調査から解明された鹿児島（鶴丸）城の姿～

日 曜日 申
込 行　　事　　名 料　金 備　考

4月

開催中 河口コレクション　第3回展示（5月16日（金）まで）
「標式遺跡シリーズⅢ」※土器の名前を決めるきっかけとなった遺跡のこと

大人320円
高･大学生210円
小･中学生150円

18 土 ※
考古学講座 第1回　※どんぐり倶楽部との共催

「太古の森を歩く!森さんぽ」
500円

25～ 土～ 第57回企画展（7月5日（日）まで）
「御楼門建

た

立
つ

〜発掘調査から解明された鹿児島（鶴丸）城の姿〜」
大人320円
高･大学生210円
小･中学生150円

5月

３～５ 日～火 第17回　縄文の森春まつり　午前10時〜午後3時 入場無料 体験活動は有料

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

観覧無料

16 土 ※ 考古学講座 第2回　「上野原遺跡をめぐる火山」　 100円 大人向け

16～ 土～ 河口コレクション 第1回展示（9月18日（金）まで）
「河口コレクション〜洞穴遺跡〜」

大人320円
高･大学生210円
小･中学生150円

大人向け

6月
6 土 ※

第57回企画展 企画展講演会 
講師:県立埋蔵文化財センター 職員

100円 大人向け

21
(予定) 日 鹿児島県文化振興財団体験フェア2020in姶良

（場所:イオンタウン姶良）

7月

5 日 ※ 考古学講座 第3回　「文字から見る鹿児島県の古代」　 100円 大人向け

18～ 土～ 第58回企画展（11月8日（日）まで）
「発掘調査速報展」

大人320円
高･大学生210円
小･中学生150円

23・24 木・金 ※ 夏休み縄文キャンプ村 一人
2,000円程度

小学生以上
( 家族単位 )

24 金 ※ つくってドキどき体験 第1回「めざせ縄文人!弓矢作り」　 500円

25 土 ※ どんぐりイベント「本格派流しそうめん＆工作」 400 円

8月

9 日 ※ 縄文の森不思議探検 第1回「縄文の森で虫たちを探そう」 無料 小学生以上

10 月 ※ つくってドキどき体験 第2回「ゆらゆらトンボを作ろう」　 500円 小学生以上

22 土 ※
第58回企画展 企画展講演会①
講師:県立埋蔵文化財センター又は（公財）埋蔵文化財調査センター 職員

100円 大人向け

29・30 土・日 鹿児島県文化振興財団体験フェア2020（場所:宝山ホール）

9月

19 土 ※ 縄文の森不思議探検 第2回「縄文の森から星座を観察しよう」無料 小学生以上

19～ 土～ 河口コレクション 第2回展示（1月15日（金）まで）
「河口貞徳氏の軌跡Ⅲ」

大人320円
高･大学生210円
小･中学生150円

26 土 ※
第58回企画展 企画展講演会②
講師:県立埋蔵文化財センター又は（公財）埋蔵文化財調査センター 職員

100円 大人向け

26 土 ※ どんぐりイベント「縄文村の十五夜まつり」 400円

○ 期間や内容が変更になることがあります。詳細については、ホームページまた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が必要です。上野原縄文の森にお電話かメールでお申し込み下さい。
○ イベントの申込受付は、各実施日の３ヶ月前から開始します。



第16回縄文の森秋まつり 考古学講座第5回

門松を作ろう 第56回企画展講演会

～実施済イベントの内容紹介・お客様の声～

　今回は，秋まつりにお越しいただいたお客様に少しでも喜んでも
らえるように，まつり限定の体験を例年より多く用意しました。『竹
細工（きつつきトントン）』，『矢筒作り』，『森のハロウィン』などです。
職員が一つ一つ手作りで準備をしたものです。当日は笑顔いっぱい
で体験をされる様子が見られ，アッという間に完売する盛況ぶりで
した。「かわいいので玄関に飾ります。」という感想もいただきまし
た。第17回縄文の森春まつりでも，まつり限定の体験を用意しま
すので，ご家族連れでぜひお越しください。

　考古学講座第5回「島津義弘ゆかりの地　加治木まち歩き」が11
月23日（土・祝）に開催されました。没後400年を迎えてもなお
人気の鹿児島の戦国武将，島津義弘ゆかりの地である加治木をま
ち歩きでおなじみの東川隆太郎氏とともに歩きました。
　途中，クイズやユーモアたっぷりなお話を交えながら，城下町
の名残が残る加治木の成り立ちや島津義弘との関係を学び，参加
者からも「楽しかった」「とてもわかりやすかった」と，大変好評
頂きました。

　「門松」を作ったことありますか？縄文の森では，自然の素材を
使った門松作りを12月22日（土）に行い，今年もたくさんの方に
ご参加いただきました！
　ノコを使って竹を切り，一対の門松を作ります。各グループで
協力して，素敵な手作り門松が完成していたようです。参加者か
らも，「お正月の伝統を体験できる貴重な時間だった」と喜んでい
ただきました。次回もたくさんの参加お待ちしています。

　島津義弘没後400年を記念して開催していた企画展「島津義弘の
武と雅」の講演会が，1月25日（土）に行われました。講師は鹿児島
国際大学国際文化学部教授の太田秀春氏で，島津義弘が朝鮮出兵
をするなかで異文化をどのようにとらえ，城づくりや戦略に生かして
いったのか，その時の義弘の武将としての一面を，わかりやすくお
話しいただきました。講演会後のギャラリートークも，多くのお客
様が展示資料を見ながら熱心に先生のお話を聴いており，大好評
の講演会となりました。

～2020年4月～9月のイチ押しイベント～

（体験活動は有料）入場無料

▲森のハロウィン ▲矢筒 ▲きつつきトントン

※ご来園していただいたお客様から貴重なご感想をいただいております。ありがとうございます。
　その中から一部抜粋して紹介いたします。
　今後もスタッフ一同，皆様が楽しんでいただけるような展示及びおもてなしに努めて参ります。

O・Ｈ 様　

　霧島周遊観光バスで見学した者です。その

際には，展示館及び遺跡を30分以上も付きき

りで丁寧なご説明をしていただき，ありがとう

ございました。　

　縄文時代早期の出土品が極めて良好であっ

たこと，良好な保存状態の遺構や地層断面を

間近で見学できたことなど，大いに感動しまし

た。吉野ヶ里遺跡や三内丸山遺跡と肩を並べる

（それ以上かも）貴重で，画期的な遺跡です

ね。是非とも全国的なアピール，さらに「特別史

跡」への昇格を期待しています。

悠遊クラブ 様

　私どもの訪問に際しまして，懇切丁寧なるおも

てなしを賜りまことにありがとうございました。

　今回は国分方面の訪問ということで，訪問い

たしました。縄文の森は以前と比べて全く変貌し

ておりまして，驚くことばかりでした。鹿児島にこ

んな貴重な古代遺跡があったということは，近く

の他の地域にも似たような遺跡がきっとあるは

ずですね。何か太古の昔に興味がでてきました。

　我々 参加者は，大いに見聞を広めることができ

ました。なんだか元気が出てきました。ありがとう

ございました。

今年は
俳優の「井浦 新」さんも

来園して，楽しんでいたよ！
みんなも楽しんでね！！

お客様の 声

ステージイベント

縄文体験 縄文料理

5/3
日

10:15～　霧島九面太鼓保存会『郷花』
10:50～　国分中学校吹奏楽部
11:20～,13:40～　MIYUKI

5/4
月

10:15～　国分中央高等学校ダンス部
10:50～　舞鶴中学校吹奏楽部
11:20～,13:40～　K@ITO

5/5
火

10:15～　福山高等学校ダンス部
10:50～　隼人中学校吹奏楽部
11:20～,13:40～　セブンカラーズ

子どもから大人まで楽しめる
ステージパフォーマンスは必見！

10:00～　土器の重さ当てクイズ
11:55～　ミニ抽選会
12:30～　火おこし大会
14:20～　土器の重さ当てクイズ結果発表
14:30～　お楽しみ抽選会

毎日
開催

▲ＭＩＹＵＫＩ ▲Ｋ＠ＩＴＯ

5月3日(日)
～5日(火)

10：00～15：00
上野原縄文の森
体験広場

上野原縄文の森支援の会（愛称：どんぐり倶楽部）のみなさんが販売する
「どんぐりうどん」はモチッとした食感です。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。

▲どんぐりうどん ▲くん製肉＆卵

古代の人々の生活を楽しみながら体感しよう！！　　
まつり限定の体験活動もあるよ！！

▲弓矢作り ▲どんぐりごまトリオ▲火おこし体験

レッツゴ
ー♪

夏休み縄文キャンプ村 （要事前申込み）

第17回　縄文の森春まつり

つくってドキどき体験 （要事前申込み）

夏休みに楽しもう♪
～竪穴住居に泊まれる縄文キャンプ～

　昔の調理場を再現した，連穴土坑や集石で縄文クッキン
グ。卵や肉のくん製や石蒸料理を作ってみよう。夜は楽し
い火まつりもあるよ。

まつり
限定！

7月23日（木・祝）～24日（金・祝）

参加者：小学生以上6家族
　　　　20人程度（6グループ）
場　所：復元集落
参加料：2,000円程度
　　　 （食材代，材料代，保険料等）

第 1回 めざせ縄文人！弓矢作り
7月24日（金・祝）10時～12時

参加者
30 人程度

　縄文人の狩猟道具，あなただけ
の「弓矢」作りを夏休み特別版で
体験しよう！

第 2回 ゆらゆらトンボを作ろう
8月10日（月・祝）10時～12時

参加者
小学生以上
30人程度

　バランスが取れるかはキ
ミ次第！竹の特性を活かし
た，ゆれるトンボを作ろう。

※第 1回・ 2回ともに共通事項　
　場  所：体験広場　参加料： 500円
　なお， 中学生以下の参加者は保護者同伴でお願いいたします。


