
2.定期講演会

平成 21年度 :開催場所 :赤石公民館

第 1回定期講演会 平成 21年 10月 25日 (日 ) 午後 2時から

講師 ;花巻市博物館 館長 高橋信雄氏

演題 :仏国土 (浄土)。 平泉と樋爪館

第 2回定期講演会 平成 22年 1月 31日 (日 ) 午後 2時から

講師 :岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター文化財専門員 羽柴直人氏

演題 :樋爪氏 と平泉の関係

平成 22年度 :開催場所 :赤石公民館

第 3回定期講演会 平成 22年 5月 30日  午後 2時から

講師 ;日 本考古学協会会員、郷土史家 :桜井芳彦氏

演題 :土器からみた樋爪館 と平泉

―樋爪氏はいつ来たのか……樋爪館創建 :〕 時事を採こ一

第 4回定期講演会 平成 22年 9月 5日  午後 2時～

講師 ;前埋文センター調査第一課長 :三浦謙一氏

演題 :発掘調査から見た紫波

第 5回定期講演会 平成 23年 2月 13日 午後 1時 30分～

講師 :え さし郷土文化館長 :相原康二氏

演題 :「小平泉」一ひづめ館―東海道・比爪館遺跡群、経塚群からみえてくるもの一

平成 23年度 :開催場所 :赤石公民館

第 6回定期講演会  平成 23年 9月 25日  午後 2時～

講師 ;県立博物館学芸員 阿部勝則氏

演題 ;平泉 と比爪 一平泉館 と比爪館の比較 。12世紀から現代まで一

第 7回定期講演会  平成 24年 2月 12日 午後 1時 30分～

講師 ;県教委生涯学習文化課主任主査  鎌田勉氏

演題 ;岩手・紫波の経塚

平成 24年度 :開催場所 :赤石公民館 。赤石小学校

第 8回定期講演会 平成 24年 6月 3日 午後 2時～

開催場所 :赤石小学校

講師 ;県立博物館学芸員 羽柴 直人先生

演題 ;樋爪氏 と平泉の関係 (比爪の都市構造を考える)

第 9回定期講演会 平成 24年 12月 2日  午後 2時～

開催場所 :赤石公民館

講師 ;盛岡大学教授 熊谷常正氏

演題 ;紫波の遺跡をめぐる人々 比爪館 と文化財保護―

平成 25年度 :開催場所 :赤石公民館

第 10回定期講演会 平成 25年 6月 23日 午後 2時～
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講師 :弘前大学教育学部教授 斉藤利男氏

演題 :平泉時代の北奥 と奥大道

第 11回定期講演会 平成 25年 12月 1日 午後 2時～

講師 :県立博物館専門学芸員 丸山浩治氏

演題 :赤石の古代～中世

平成 26年度 :開催場所 :赤石公民館

第 12回定期講演会 平成 26年 6月 22日 午後 2時から

講師 :奥州市教育委員会 文化財専門委員 石崎高臣氏

鎮守府 と平泉を埋めるもの 一陸奥北部の 10・ 11世紀を考える一

期講演会 平成 26年 11月 30日 午後 1時 30分 から

考古学研究者 ノヽ木光則氏

比爪館 とその後の斯波

平成 27年度 :開催場所 :赤石公民館

第 14回定期講演会 平成 27年 6月 14日 午後 2時～

開催場所 :赤石小学校

講師 :岩手県立博物館主任学芸員 羽柴直人氏

演題 比爪館跡について

第 15回定

演題 |

第 13回定

講師 |

演題 |

平成 28年度 :開 催場所 :赤石公民館

第 16回定期講演会 平成 28年 6月 12日 (日 )午後 2時から

講師 :文学博士 羽柴直人氏

演題 :比爪館 と関連遺跡

第 17回 定期講演会 平成 28年 12月 4日 (日 )午後 1時 30分から

言再日
「 =1天 =載

百委員会専
三
]言≡査委員 鈴木賢治氏

演題 発掘調査からみる比爪館跡―東側に新たな遺跡発見か―

:開催場所 :赤石公民館平成 29年度

第 18回定期講演会 平成 29 年 6月 11日 (日 ) 13:30～
|どっこ舎主宰 内城弘隆氏

樋爪氏の終焉 と斯波氏の時代 一南北朝 との関連一

講 師

演題 |

第 19回定期講演会 期 日 平成 29年 12月 10日 (日 ) 14:0～

講師

演題

講師

演題

平成 30年度

第 20回定

講師

演題

期講演会 平成 27年 12月 6日 午後 1時 30分～

1盛岡市都南歴史民俗資料館館長 玉川英喜氏

古代から中世にかけての比爪館 と北東北

岩手大学人文社会科学部 教授 樋 口知志氏

奥州藤原氏 と樋爪氏

:開催場所 :赤石公民館

期講演会 期 日 平成 30年 6月 10日 (日 ) 14:0～
1川 島茂裕氏

1樋爪氏の出自と奥州藤原氏
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第 21回定期講演会 期 日 平成 30年 12月 10日 (日 ) 14:0～
講師 :岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター文化財専門員 西澤正晴氏

演題 :樋爪館関連遺跡の発掘調査

3。 会員研修旅行

平成 22年度会員研修旅行

平成 22年 7月 11日 (日 )

テーマ  ボランティアガイ ド活動状況視察

視察場所  白鳥舘遺跡・長者 ヶ原廃寺跡 。柳の御所資料館

平成 23年度会員研修旅行

平成 23年 7月 3日 (日 )

テーマ 平泉を見て樋爪館を考える 参加者 18名 (内 会員以外の参加者 6名 )

視察場所 平泉文化遺産センター 。金鶏山頂 。中尊寺 (金色堂、賛衡蔵 )、

観 自在王院跡・柳の御所資料館・柳の御所史跡公園 。無量光院跡

平成 24年度研修旅行

平成 25年 3月 10日 (日 )

テーマ 図書館・博物館で樋爪館を学ぶ

視察場所 盛岡市遺跡の学び館・県立図書館・県立博物館

平成 25年度研修旅行

平成 25年 10月 6日 (日 )

赤石地区の神社・お寺・お堂めぐり 赤石公民館発着

平成 25年 11月 3日 (日 )

テーマ 泰衡がたどつた道 と終焉の地 「贄の柵」を巡 り、「秋田城」を歩 く

視察場所 独鈷 。大 日神社、大館郷土博物館 史跡 :秋 田城跡など

平成 26年 3月 16日 (日 )

県立博物館テーマ展 「比爪― もう一つの平泉」

見学 と、羽柴 さんの展示解説を聞く

平成 26年度研修旅行

平成 26年 9月 2日 (火)～ 3日 (水 )

羽柴 さんと行 く「比爪― もう一つの平泉」 (共催 )

視察場所 七戸城 。外が浜・浪岡城跡 。矢立廃寺跡他

平成 28年度研修旅行

平成 28年 5月 29日 (日 )

東部地域寺社巡 り :常光寺、正音寺、自山神社、蓮華寺廃寺跡、山屋経塚等

平成 28年 8月 28日 (日 )

西部地域寺社巡 り :黄金堂、構名寺、穏里寺、願園寺、高園寺、新山神社、

志和稲荷神社、志和古稲荷神社、水分神社、弥勒寺経塚等
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平成 28年 9月 18日 (日 )～ 9月 19日 ((月 ) (一泊二 日)

羽柴先生 と巡る復興発掘調査遺跡

川原遺跡・釜石市郷土資料館 (釜石 )、 迫田 I遺跡 。大槌城跡 (大槌 )、

田鎖車堂前遺跡・崎山貝塚縄文の森 ミュージアム複合施設 (宮古)等
平成 29年度研修旅行

平成 29年 10月 9日 明)例

多賀城跡 と関連古代城柵をめぐる

研修箇所 桃生城跡一東北歴史博物館一多賀城跡 (廃寺・壷碑)一 伊治城跡

平成 30年度研修旅行

平成 30年 6月 13日 (日 )

樋爪館関連遺跡発掘調査現地見学研修 南 日詰大飯 Ⅱ遺鉢、北 日詰城内 I遺跡

平成 30年 9月 30日 (日 )

紫波から盛岡城下へ移転 した寺院 と跡地等を巡る

場所 :本誓寺 。源勝寺・高水寺跡 。大荘厳寺跡 。新山寺跡他

4,ボ ランティアガイ ド

=l三
千三

~、

三ヨЧ
「

這
=●

(1、 1ヽ 聾 I遺
=発

三菱査現■見学

示石 1ヽ 学校玄関前発着

平成 22年 8月 17日 (日 )

第 2回五郎沼一周 1樋爪館遺跡めぐり、小路口遺跡発掘調査現場見学

赤石小学校玄関前発着
二式 23年 8月 28日 (日 )

第 3Ξ モ■第遺跡うぐリ ー 日詰駅からハイキングー

日詰駅前賢1台 訂t碑前発着

平成 24年 5月 6日 (日 )

五郎沼一周コース完成記念第 1回遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

平成 24年 7月 8日 (日 )

五郎沼一周コース完成記念第 2回遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

平成 24年 9月 2日 (日 )

五郎沼一周コース完成記念第 3回遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

平成 24年 11月 4日 (日 )

五郎沼一周コース完成記念第 4回遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

場所 ①樋爪館周辺説明板 ②出土個所説明板 ③大荘厳寺跡擬定地 ④五郎
沼薬師神社 ⑤箱清水石卒塔婆群 ⑥古代蓮の池 ⑦五郎沼橋説明板

③蛇の塚跡 ⑨嶋の堂観音 ⑩夜泣き石 ①清水端・古碑 ⑫樋爪館北側
大溝跡 ⑬樋爪館跡表示板
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平成 25年 6月 2日 (日 )

日詰駅からハイキング第 1回樋爪館遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

平成 25年 7月 28日 (日 )

日詰駅からハイキング第 2回樋爪館遺跡めぐり  日詰駅前賢治歌碑前発着

平成 26年 4月 29日 (火・祝 )

県立博物館考古学セ ミナー現地見学会 「比爪館を歩く」 =協 力事業=

平成 26年 7月 26日 (土 )

=古代蓮まつ り協賛= 五郎沼一周樋爪館遺跡うぐり  古代蓮の池畔発着

平成 27年 7月 11日 (土)～ 20日 (月 )

日詰駅からハイキング 「平泉」の黄金文化を支えた
~タ

ヒ■_の地を巡る=協賛事業=

平成 28年 7月 9日 (土)～ 18日 (月 )

日詰駅からハイキング 「平泉」の黄金文化を支えた 「比爪_3屯 を|■ ■=協賛事業=

平成 29年 6月 25日 (日 )

赤石公民館比爪館入門講座①樋爪館めぐり =協 力事業=

平成 29年 6月 28日 (水 )

赤石小学校総合学習 「五郎沼のハス」=出前講座=

平成 29年 7月 30日 (日 )

赤石公民館比爪館入門講座②五郎沼遺跡一周=協力事業=

平成 29年 9月 20日  (水 )

紫波第一 中学校 ゆ うご うセ ミナー 「五郎沼歴史散歩」 =出前講座 =

平成 29年 9月 24日 (日 )

赤石公民館比爪館入門講座③大銀 I遺跡発掘調査現地見学=協力事業=

平成 30年 4月 21日 (二L)～ 22日 (日 )

五郎沼桜まつ リボランティアガイ ド28種 、キヽ 80メ、

平成 30年 6月 26日  (木 )

赤石小学校総合学習 「五郎沼のハス」3年生 62名  =出前講座=

平成 30年 7月 14日 (土)～ 16日 (月 )

五郎沼古代蓮まつ リボランティアガイ ド① 165人 (町内 74・ 県外 5)

平成 30年 7月 21日 (土 )

赤石公民館比爪館入門誌座①蓮の花をめでながら五郎沼さんぼ=協力事業=

平成 30年 7月 21日 (土)～ 22日 (月 )

五郎沼古代蓮まつ リボランティアガイ ド② 233人 (町内 56・ 県外 1)

平成 30年 9月 12日 (水 )

赤石公民館比爪館入門誌座②いにしえの樋爪を現地で体感 =協力事業=

平成 30年 10月 2日 (火 )

紫波第一中学校ゆうごうセ ミナー 「五郎沼歴史散歩」1学年 12名  =出前講座=
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5。 説明板設置

平成 23年 4月 23日  説明版 A 設置箇所 :樋爪館跡の北西部角

主な内容 :樋爪 (比爪)館周辺地図、遺跡めぐリポイン ト、小路 口 I.Ⅲ遺跡発掘調査

平成 23年 4月 26日  説明版 B 設置箇所 :赤石小学校の南東角

主な内容 :比爪館遺跡第 1次～第 28次発掘調査区城、

遺構 。遺物の出土箇所、調査年次表

平成 23年 4月 29日  説明版 C 設置箇所 :五郎沼橋北側の岸部

主な内容 :五郎沼周辺遺跡、経塚 。出土品、五郎沼の現状 と弘化三年絵図との比較

6.樋爪館関係資料集発行

平成 21年度会員発表資料集     23.1.
平成 22年度樋爪館関係資料集第 2号 24.7.
平成 23年度樋爪館関係資料集第 3号 26.3.
平成 24・ 25年度樋爪館関係資料集第 4号 27.

平成 26年度樋爪館関係資料集第 5号 28.3.
平成 27年度樋爪館関係資料集第 6号 29.2.
平成 28年度樋爪館関係資料集第 7号 29.11.
平成 29年度樋爪館関係資料集第 8号 21.2.

21発行   (第 1回～第 8回)92頁
30発行   (第 9回～第 19回 )97頁
25発行   (第 21回～第 30回)98頁
3.30発行 (第 31回～第 49回)135頁
30発行   (第 50回～第 60回)109貢
15発 行  (第 61回～第 70回)122貢
1発行  (第 69回～第 80回 )150頁
1発行  (第 81回～第 90回 )126頁
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