たたら研究会 平成２６年度鳥取大会
―伯耆地方における鉄･鉄器生産研究―
一日目（１１月２９日〔土〕）研究発表
会

場

米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）中会議室
〒683-0811 鳥取県米子市錦町一丁目 139 番地 3

TEL 0859-23-5491

http://www.sanbg.com/hureai/

11:00

受

付

13:00

開催挨拶

たたら研究会

13:05

研究発表１

鳥取県における古代から中世の製鉄遺跡

古 瀬 清 秀 会長
鳥取県埋蔵文化財センター 坂 本 嘉 和

13:35

研究発表２

（仮称）近藤家におけるたたら経営
鳥取県立公文書館 池 本 美 緒

14:05

研究発表３

奥日野地域における“たたら”への取り組み
伯耆國たたら顕彰会 佐々木幸人

14:35

研究発表４

韓国の砂鉄製錬炉
島根県教育庁 角 田 徳 幸

15:05

休

憩

15:15

研究発表５

韓国忠清北道中田里遺跡・慶尚南道新安遺跡製鉄関連遺物
の金属学的調査
大澤正己

15:45

研究発表６

未

定
たたら研究会会員

16:15

研究発表７

未

定
たたら研究会会員

16:45

たたら研究会 平成 26 年度総会

17:30

閉

会

18:30

懇 親

会

ニューアーバンホテル米子
〒683-0822 鳥取県米子市中町 28

TEL 0859-23-2211

二日目（１１月３０日〔日〕
）エクスカーション（見学会）
エクスカーション
会員を限定に実施するもの。大型バス１台を借上げ周辺の史跡、遺跡などを巡る。
9:00 米子駅（米子駅だんだん広場（下図参照のこと））バス乗車
9:20～10:00 米子市立山陰歴史館（ニューアーバンホテル米子のとなり）
〒683-0822 鳥取県米子市中町 20

TEL (0859)22-7161

10:30～11:30 伯耆町 三部古城山遺跡（中世後期～近世初鋳造遺跡）出土遺物見学
12:00～13:00 昼

食

13:00～14:00 日野町根雨 近藤家（日野郡の有力鉄師）たたらの楽校根雨学舎
14:30～15:30 江府町 川平山（大正期まで稼働した近藤家の鈩）
16:00 米子駅着 （岡山行 16:24 発→18:38 着 やくも 24 号）
16:30 米子空港着（羽田行 17:25 発→18:45 着）
（米子空港利用者は一部個人負担あり）

研究発表会場
ふれあいの里
懇親会会場
ニューアーバ
ンホテル米子

米子周辺地図

研究発表会場
ふれあいの里

懇親会会場
ニューアーバン
ホテル米子

① は懇親会場、ニューアーバンホテル米子の位置です。
研究発表会場と懇親会会場の地図
エクスカーションバス集合場所
集合場所－米子駅だんだん広場

費

用
懇親会 会費 5,000 円。見学会 4,000 円前後（入館料･昼食代等含む）。ホテル等
宿泊施設は近辺に多数ございます。各自予約をお願いいたします。
なお、エクスカーション後の米子空港利用者は一部負担いただくことになります。

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、本案内の最後の頁をＦＡＸ
（082-424-6663）で、１．懇親会、２．見学会の参加の有無等を明記して、11
月 4 日（火）
（期限厳守）までに事務局までお申し込みください。
（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、お願いいたします。また、
雨模様の場合は雨具をご用意願います。）

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の有無（バージョン）、発
表要旨（1,600 字以内）を、11 月 10 日（月）(期限厳守)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：nojima@hiroshima-u.ac.jp)。一度、事務局にお問い合わせ
ください。
なお、今回は招待発表があり、研究発表は２名程度になります。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
案内につきましては、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おい
ても公開させていただく予定でございます。
(たたら研究会事務局

〒739-8522 東広島市鏡山１丁目２番３号

学院文学研究科地表圏システム学講座

広島大学大

考 古 学 研 究 室 （ 電 話 ･ FAX

082-424-6663）)
なお、一日目研究大会会場米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）の駐
車場の駐車可能台数は正面駐車場 100 台、裏手駐車場 40 台です。午後９時 10 分
から翌朝午前８時 15 分までは施錠し、閉鎖いたします。上記時間内の車両の出
入りは出来ません。駐車スペースはあまり広くないため、可能な限り、公共交通
機関でお越しください。
米子駅から研究大会会場米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）へのバス時刻表

宿

泊（各自で手配願います）

米子ニューアーバンホテル
〒683-0822 鳥取県米子市中町 28

TEL 0859-23-2211 （一人シングル 5,500 円程度）
（懇親会会場、

なお、本ホテル宿泊者の方はエクスカーションは山陰歴史館にお越しくださってもかまいません）
ホテルサンルート米子
〒683-0805 鳥取県米子市西福原 1-1-55

TEL 0859-33-0911 （一人シングル 4,500 円程度）

東横イン米子駅前
〒683-0053 鳥取県米子市明治町 100

TEL 0859-36-1045

（一人シングル 4,500 円程度）

ホテルアルファーワン米子
〒683-0053 鳥取県米子市明治町 195
ホテル

TEL 0859-23-1122

（一人シングル 5,000 円程度）

わこう

〒683-0802 鳥取県米子市東福原 2-1-1

TEL 0859-33-1621

（一人シングル 4,000 円程度）

スーパーホテル米子駅前
〒683-0065 鳥取県米子市万能町 112 番地

TEL 0859-32-9000 （一人シングル 5,500 円程度）

米子タウンホテル
〒683-0053 鳥取県米子市明治町 255

TEL 0859-32-1333

（一人シングル 4,500 円程度）

米子ワシントンホテルプラザ
〒683-0053 鳥取県米子市明治町 125

TEL 0859-31-9111

（一人シングル 6,500 円程度）

グリーンホテル米子
〒683-0065 鳥取県米子市万能町 151-2

TEL 0859-22-0771

（一人シングル 4,000 円程度）

たたら研究会平成 26 年度鳥取大会（FAX）
たたら研究会事務局（広島大学考古学研究室）

１１月２９日（土）研 究 会 ･ 総 会

FAX 082-424-6663

発表します
出席します
欠席します

１１月２９日（土）懇

親

会

出席します
欠席します

１１月３０日（日）エクスカーション

出席します
欠席します

エクスカーションの帰りに米子空港利用

利用する
利用しない

住所･電話番号
氏名

たたら研究会

会員

非会員

なお、研究会に来られない会員はファックスをお送りなさらなくても結構です。

