とうき

きかくてん

そうしょくひん

【 冬季企画展「 装飾品 ～きらり、甦る～ 」が開催中です！ 】

3 月 21 日は「はにわ館」
開館 15 周年を記念して
入館無料だよ！

そうしょくひん

松阪市文化財センターは、3 月 18 日（日）まで、「はにわ館」第 2 展示室にて冬季企画展「装飾品～きら
よみがえ

り、甦る～」を開催しています。今回の企画展では、松阪市内や三重県、大阪府で見つかったさまざまな装
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飾品を展示しています。また、企画展に合わせて 3 月 3 日（土）、4 日（日）10 時から 12 時半まで（受付は
まがたま

かいはつ

じぎょう

さい

いせき

かいさいちゅう

よみがえ

まいぞうぶんかざい

ほうぞうち

はんいない

12 時まで）勾玉づくりのワークショップを、18

かくにん

【開発事業をおこなう際は「遺跡 ( 埋蔵文化財包蔵地 )」の範囲内かどうか確認を！】
いせき

まいぞうぶんかざい

ほうぞうち

はんい

日（日）10 時、10 時半、11 時から、小学生によるハンド

ベルミニコンサートをおこないます。皆さまのご来館をお待ちしています。ぜひお越しください。（担当）

皆さん、「遺跡（埋蔵文化財包蔵地）」の範囲
ない

かいはつじぎょう

けんちく

どぼくこうじ

内で開発事業 ( 建築・土木工事など ) をおこな
ぶんかざい

ほごほう

もと

とど

で

う際には、文化財保護法に基づく届け出が必要
ぞんじ

なことをご存知ですか？
こふん

しゅうらくあと

そんざい

どの遺跡が 1500 か所以上存在しています。
な

た

これらの遺跡は、松阪地域の歴史や成り立ちを
物語る市民共有の財産といえます。たとえば、
たからづかこふん

ま

ほっさかさん

へいこう

に見舞われることはないが、堀坂山から下りてくる風の冷たさに閉口した。
はつうま

おかでら

はつうま

たいさい

初午の時期となった。当地は岡寺の初午大祭が有名。毎年 3 月
わた

うま

初めの午の日を中心に前後三日間に渡っておこなわれ、県内の仏
やくどし

教寺院の祭礼としては最大の初午大祭。春を呼ぶ行事として厄年

はっ

今から約 20 年前におこなわれた宝塚古墳の発
くつちょうさ

掘調査により、古墳時代の松阪地域の新たな歴
はにわ

とうち

木々の枝先の色の変化は春の前ぶれ。この冬は思いのほかに寒かった。幸いなことに当地は大雪

さいれい

ざいさん

しみんきょうゆう

【 春はやってくるものだ…… 】
み

じょうかんあと

松阪市内には、古墳や城館跡、昔の集落跡な

ものがた

はる

じゅうようぶんかざい

にぎ

の方々をはじめ多くの参拝者で賑わう。
めぐ

季節が巡りて春はやってくるものだ。

史が明らかになりました。また、宝塚古墳から見つかった様々な埴輪は国の重要文化財に指定されており、
るいれい

そうしょく

ふねがた

はにわ

なかでも日本最大級で、他に類例がない立体的な装飾を持つ船形埴輪は、全国にその名が知られていて、こ
れを見るために遠方から来館される方もいます。
は

しかしながら、遺跡の多くは地面の下に存在しているため、知らず知らずのうちに開発事業などにより破
かい

壊されてしまう可能性があります。そして、ひとたび遺跡が破壊されてしまうと二度と元に戻すことはできず、
ぶんかざい

ほご

いしき

ふねがた

はにわ

今月は「はにわ館」ができ、船形埴輪を皆さんに見てもらえる
ようになって 15 年となる。そして、入場者数は 15 万人を超えた。
日本一の船形埴輪はこれからも輝き続ける。( 所長 )

しん

それと同時に、そこに存在していた歴史も失われてしまいます。かつては文化財保護の意識が社会に十分浸
とう

透していなかったため、発掘調査がおこなわれることなく失われてしまった遺跡も多くあります。
せいてい

じぜん

昭和 25 年に文化財保護法が制定され、現在では、遺跡の範囲内で開発事業をおこなう際には、事前に届

文化財センター はにわ館 ＆ ギャラリーの催し物予定
3 月の休館日は 5 日（月）、12 日（月）、19 日 ( 月 )、22 日 ( 木 )、26 日 ( 月 ) です。

け出をしていただくことになっています。開発事業を予定されている方は、まず、開発予定地が遺跡の範囲

開館時間は９：００～１７：００です。

内かどうかご確認ください。確認の方法は、松阪市文化財センターの窓口に直接来ていただき問い合わせて

【はにわ館】

いただくほか、FAX での問い合わせも可

第 1 展示室 ■常設展「宝塚古墳の謎」

能です。詳しくは、当文化財センターホー
ともな

ムページ「土木工事等に伴う埋蔵文化財
関連書類のダウンロード」をご覧ください。
また、ご不明な点があれば松阪市文化財セ
ンターまでお問い合わせください。文化財
保護にご協力をお願いします。( 担当 )

★松阪市文化財センター★
TEL :0598-26-7330
FAX:0598-26-7374
HP :https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/
bunkazai-center/

〈 届け出が必要な開発事業の例 〉
・住宅や店舗、工場などの建築･解体
・宅地造成、駐車場造成
・太陽光発電設備の設置

・３ｍ以上の盛土を行う

バーコード読み取り
（文化財センター情報）

★3/21 日（水）は、「はにわ館」開館 15 周年を記念して『入館無料』！

【ギャラリー】 入場無料
第 1Ｇ

■こ と な る 第 2 回～松阪工業高校卒業生展～

第 2･3Ｇ

■南勢地区高等学校美術展

第 1Ｇ

■村林孝生風景画回顧展と新作展＆村林アトリエグループとの合同展

第 2Ｇ

3/11（日）～ 3/18（日）9:00 ～ 17:00

3/11（日）～ 3/18（日）9:00 ～ 17:00

■森川久写真展 燈火（AKARI）6

※最終日は 15:00 まで

※最終日は 15:00 まで

※初日は 13:00 から、最終日は 16:00 まで

3/24（土）～ 3/25（日）9:00 ～ 17:00

※最終日は 16:00 まで

【イベント】
第 3Ｇ

など

＊入館は 16:30 まで

第 2 展示室 ■冬季企画展「装飾品～きらり、甦る～」 3/18（日）まで

3/20（火）～ 3/25（日）9:00 ～ 16:50

・農地の床下げ、天地返し、筆合わせ
・土砂採取、樹木の抜根

入館料 100 円（18 歳以下無料）

■ワークショップ「勾玉づくり」

はにわ館ロビー

3/3（土）、3/4（日）10:00 ～ 12:30（受付は 12:00 まで）
※材料費（1 セット）100 円

■ハンドベル ミニコンサート

3/18（日）10:00 ～、10:30 ～、11:00 ～

※小学生によるハンドベルのミニコンサートです。
【発行】松阪市文化財センター 【電話】0598-26-7330 【HP】https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bunkazai-center/

