たたら研究会 平成 22 年度埼玉大会の御案内
「たたら研究会 平成 22 年度埼玉大会 －古代東国の鉄生産－」

開催期日

平成 22 年 10 月 30 日（土）・31 日（日）

開催場所

埼玉県立歴史と民俗の博物館 （平成 22 年度大会・総会）
（〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4-219、Tel 048-645-8171（学芸部）
埼玉県大宮駅から東武野田線で大宮公園駅下車）

主

催

たたら研究会

共

催

埼玉考古学会

日程・内容
一日目（30 日）研 究 発 表
会 場 埼玉県立歴史と民俗の博物館 講堂（定員 120 名）
11:00
受
付 （たたら研究会会員・埼玉考古学会会員）
12:00
開催挨拶
たたら研究会古瀬清秀会長・埼玉県考古学会塩野博会長
12:10
研 究 発 表１ （財）とちぎ生涯学習文化財団 内山敏行氏
12:40
研 究 発 表２ （財）ひたちなか市文化・スポーツ振興公社 佐々木義則氏
13:10
休
憩
13:20
研 究 発 表３ （財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 赤熊浩一氏
13:50
研 究 発 表４
埼玉県嵐山町役場 村上伸二氏
14:20
研 究 発 表５ （会 員 未 定）
14:50
研 究 発 表６ （会 員 未 定）
15:20
閉会挨拶
15:30
たたら研究会平成 22 年度総会
16:10
閉
会
18:00
懇親会（大宮駅西口地魚屋）

二日目（31 日）エクスカーション
8:50
集
合 大宮駅西口そごうデパート前周辺（予定）
9:00
大宮出発
9:50～11:00
ふじみ野市東台遺跡遺物見学（ふじみ野市役所第一庁舎３階）
→バス移動→竪形炉保存施設（東台金山公園内）見学
11:50
（財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団（熊谷市）
12:00
昼
食（弁当手配）
12:50～13:50 （財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団研修室にて県内の考古遺物（大山･
猿貝北･金井 B 区･箱石･荒川附遺跡等の製鉄関連遺物）見学
14:10～15:30
県立さきたま史跡の博物館とさきたま古墳群見学（行田市）
16:00
JR 鴻巣駅解散
17:00
JR 大宮駅解散（予定）
【平成 22 年 8 月 18 日現在】

費

用
懇親会 50 名前後参加予定 会費 5,000 円前後。ホテル等は大宮駅周辺に多数ございます。
各自予約をお願いいたします（別添資料参照(価格は一名分の目安です)）。

参加申し込みについて
参加ご希望の方は、必ずハガキまたはＦＡＸで、１．懇親会、２．見学会の参加の有無
を明記して、9 月 30 日（木）までに事務局までお申し込みください。
（期限厳守でお願
いします。）
なお、見学会の参加者は歩きやすい服装と靴で参加していただくよう、お願い申し上げます。
また、雨模様の場合は雨具の用意をお願いいたします。
研究発表申し込みについて
研究発表ご希望の方は題目、パワーポイント等の使用（バージョン）
、発表要旨（1,600
字以内）を、期限厳守で 9 月 30 日（木）までに事務局あてにお送り下さい。なお、発表
要旨は電子メール(テキスト)で頂ければ、有り難いです(メール･アドレス：
takehiro@hiroshima-u.ac.jp)。一度、事務局にお問い合わせください。なお、発表希望
者が多い場合は、事務局で調整させていただくこともあります。また、当日ご使用にな
る資料は各自 100 部ご用意いただければ幸いです。
案

内
広島大学考古学研究室のホームページ（http://home.hiroshima-u.ac.jp/kouko/）内の
たたら研究会のコーナーにて公開させていただく予定でございます。
以 上
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10 月 31 日エクスカーションの案内図

大宮駅周辺のビジネス･ホテル等
(価格は１名分のおおよその目安です。予約は会員各自の責任でお願いいたします。)

パークプラザ大宮
住所 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-119-1 TEL 048-643-5811 (JR 大宮駅東口より徒
歩５分。5000～6000 円)
ビジネス旅館 新風荘
住所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 4-82 TEL 048-641-4734 (JR 大宮駅より徒歩約８
分。6800～7400 円)
マロウドイン大宮
住所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-173 TEL 048-645-5111 (JR 大宮駅から徒歩３
分。6800～7200 円)
与野第一ホテル
住所 〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西 6-4-22 TEL 048-852-6161 (JR 大宮駅、さいた
ま新都心駅よりタクシーで６分。6500～7000 円)
アウルホテル大宮
住所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 2-72 TEL 048-650-1111 (JR 大宮駅より徒歩 12
分。6000～7500 円)
スーパーホテルさいたま・大宮
住所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-12-6 TEL 048-645-9000 (JR 大宮駅西口より
徒歩で約 10 分 。6500 円)
カプセルイン大宮
住所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 5-3-1 TEL 048-641-4122 (JR 大宮駅東口出口左手
に直進、徒歩３分。3200 円)
パイオランドホテル
住所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-35-2 TEL 048-648-0010 (JR 大宮駅東口より徒
歩３分。7500 円)
パレスホテル大宮
住所 〒331-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 TEL 048-647-3300(R 大宮駅西口より徒歩
３分。9500 円)

