
担当部署名 電話番号

1
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

センター一般公開
常設展示室の公開、バックヤードツ
アーで収蔵庫等を案内し、遺物に触
れてもらう。

土曜日、祝日、年末年始などを除く
毎日

9:30～16:30
（入館は16:00まで）
バックヤードツアーは
10:30～・14：00～

栃木県埋蔵文化財センター
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

2
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

勾玉体験教室
柔らかい天然石をヤスリで削って勾
玉を作る。古墳時代の技術体験。

日曜日
受付時間

9:30～10:00
13:00～13：30

栃木県埋蔵文化財センター
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

3
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

ミニテーマ展示
「古代下野国と渡来人」

栃木県埋蔵文化財センター収蔵の渡
来系遺物などを展示する。

4月16日(日)〜6月16日(金)
9:30～16:30

（入館は16:00まで）
栃木県埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

4
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

ミニテーマ展示解説会
ミニテーマ展示について、埋蔵文化
財　センター職員が解説を行う。

4月23日（日）
10:30～
14:00～

栃木県埋蔵文化財センター
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

5
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

センター特別公開
弓矢で狩り、古代瓦の拓本でうちわ
作りなど、楽しい体験教室を4日間
開催。

7月28日(金)〜7月31日(月)
9:30～16:30

（入館は16:00まで）
栃木県埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

6
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

平成29年度　特集展示
「栃木の遺跡」-最近の
発掘調査成果から-

平成28年度までに発掘調査された
遺跡などを速報展示する。

10月15日(日)〜12月10日(日)
9:30～16:30

（入館は16:00まで）
栃木県埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

7
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

平成29年度
「発掘調査報告会」

平成28年度に発掘調査や整理作
業・発掘調査報告書の作成をした遺
跡の発表会と、特集展示の解説をお
こなう。

10月22日(日) 10:00～ 栃木県埋蔵文化財センター
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

8
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

特別講演会

平成29年度特集展示にちなんだ
テーマの講演会。
講師：房総のむら風土記の丘資料館
白井久美子氏
テーマ：古墳時代の｢しもつけ｣と｢
ふさ｣について

11月12日(日) 13:30～ 栃木県埋蔵文化財センター
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

9
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

史跡見学会
常見古墳群や国宝鑁阿寺本堂、国指
定史跡樺崎寺跡など足利地域の遺
跡・史跡を見学する。

11月26日(日) 8:00～16:30(予定) 足利市周辺
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

10
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

県庁本館ミニ展示
テーマは未定。ホームページに掲載
する。

1月29日(月)〜2月23日(金)
本館開館時間

詳細はホームページに
掲載予定

栃木県庁本館２階
埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

11
(公財)とちぎ未来

づくり財団
埋蔵化財センター

県庁本館ミニ展示
ギャラリートーク

テーマは未定。県庁本館ミニ展示と
ともにホームページに掲載する。

2月14日(水)
詳細はホームページに

掲載予定
栃木県庁本館２階

埋蔵文化財センター
普及資料課

0285-43-1971

12 栃木県立博物館
テーマ展「巡回展　栃木
の遺跡」

平成28年を中心に、県内で発掘調
査された遺跡から出土した資料を展
示する。

7月22日(土)～9月3日(日) 9:30～17:00 県立博物館展示室２
県立博物館
教育広報課

028－634－1312

13 栃木県立博物館
博物館でやってみよう
「まが玉をつくろう」

滑石でまが玉のレプリカを作る。 5月20日（土） 14:00～15:30 県立博物館研修室
県立博物館
教育広報課

028－634－1312

14 栃木県立博物館
史跡紹介「中世宇都宮氏
の興亡のあとをさぐる」

県内の宇都宮氏ゆかりの史跡と関連
各市町における発掘状況等ともとに
紹介します。

9月23日(土) 10:00～16:30 県立博物館講堂・研修室
県立博物館
教育広報課

028－634－1312

15 栃木県立博物館
地域移動博物館「埴輪と
鏡」

古墳時代の代表的な遺物である埴輪
や鏡を通じて、当時の人々の精神世
界を紹介する。

8月5日～9月3日 9:00～19:00 市貝町立歴史民俗資料館
県立博物館
教育広報課

028－634－1312

16 宇都宮市 2017新資料速報展
平成28年度に宇都宮市内で調査さ
れた遺跡等を展示・解説する。

5月14日(日)～7月2日(日) 開館時間：9:00～17:00 とびやま歴史体験館
宇都宮市教育委員会文
化課文化財保護Ｇ

028-667-9400

17 宇都宮市 新資料報告会
平成28年度に宇都宮市内で調査さ
れた遺跡等について市職員が解説す
る。

5月27日(土) 13:30～16:30 とびやま歴史体験館
宇都宮市教育委員会文
化課文化財保護Ｇ

028-667-9400

18 栃木市 石器づくり教室
黒曜石を使用して石器づくりを体験
する。

未定 未定 星野憩いの森
栃木市教育委員会
文化課文化振興係

0282-21-2497・2498

19 栃木市 国庁まつり 未定 未定 未定 下野国庁跡、農村広場
栃木市教育委員会
文化課文化振興係

0282-21-2497・2498

※予定が変更になることがありますので、詳細は各イベントの主催者にお問い合わせください。

問い合わせ先
№ 機関名 事業名 事業内容 会場開催日 時間

平成29年度 栃木県内の埋蔵文化財イベント一覧



担当部署名 電話番号
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№ 機関名 事業名 事業内容 会場開催日 時間

20 佐野市
唐沢山城跡攻略ガイドツ
アー

ボランティアガイドによる唐沢山城
跡の案内

①4月22日（土）・4月30日
（日）・5月7日（日）

②秋季
各回とも9:30～12:30 唐沢山城跡

佐野市教育委員会
文化財課

0283-61-1177

21 佐野市
史跡ボランティア養成の
ための唐沢山城跡再発見
講座

唐沢山城跡のボランティアを養成す
ることを目的とした講座

未定 未定 未定
佐野市教育委員会
文化財課

0283-61-1177

22 佐野市
唐沢山城跡保存整備事業
講演会

唐沢山城跡保存整備事業に関する講
演会

未定 未定 未定
佐野市教育委員会
文化財課

0283-61-1177

23 佐野市
第24回全国山城サミッ
トin佐野

国指定史跡「唐沢山城跡」を擁する
栃木県佐野市を会場に全国山城サ
ミットが開催される。

11月25日（土）・26日（日）

11月25日（土） 13:00
～17:45

11月26日（日） 9:00～
16:00

11月25日（土） 佐野市文化
会館
11月26日（日） 唐沢山城跡

佐野市役所　観光ス
ポーツ部　観光立市推
進課

0283-27-3011

24 鹿沼市 未定 郷土資料展示室におけるミニ企画展 未定
鹿沼市文化活動交流館郷土資
料展示室

鹿沼市教育委員会
文化課文化財係

0289-62-1172

25 小山市
まり古墳・びわ古墳　菜
の花まつり　歴史ボラン
ティアガイドによる案内

歴史ボランティアガイドによる古墳
の案内・解説

4月8日（土） 10:00から1時間程度 琵琶塚古墳
小山市教育委員会
生涯学習課文化財係

0285-22-9669

26 小山市
まり古墳・びわ古墳　菜
の花まつり　歴史ボラン
ティアガイドによる案内

歴史ボランティアガイドによる古墳
の案内・解説

4月8日（土） 13:30から1時間程度 琵琶塚古墳
小山市教育委員会
生涯学習課文化財係

0285-22-9669

27 小山市
琵琶塚古墳・摩利支天塚
古墳ガイダンス施設開館
記念　古墳まつり

歴史ボランティアガイドによる展示
案内・解説

11月中の1日 未定
琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳
ガイダンス施設

小山市教育委員会
生涯学習課文化財係

0285-22-9669

28 小山市
琵琶塚古墳・摩利支天塚
古墳ガイダンス施設開館
記念　古墳まつり

歴史ボランティアガイドによる古墳
の案内・解説

11月中の1日 未定 琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳
小山市教育委員会
生涯学習課文化財係

0285-22-9669

29 小山市
琵琶塚古墳・摩利支天塚
古墳ガイダンス施設開館
記念　シンポジウム

琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳の調
査・研究成果の発信

未定 未定 未定
小山市教育委員会
生涯学習課文化財係

0285-22-9669

30 小山市 寺野東遺跡縄文まつり 寺野東遺跡の発信 8月下旬の1日 未定 おやま縄文まつりの広場
小山市文化振興課
歴史のまち推進係

0285-22-9668

31 真岡市 歴史教室 歴史に関する講演会 年６回 13:30～15:30 真岡市市民会館小ホール
真岡市教育委員会
文化課

0285-83-7731

32 真岡市
真岡市歴史資料保存館
夏休み一般公開

真岡市歴史資料保存館の一般公開 夏休み中４日間 未定 真岡市歴史資料保存館
真岡市教育委員会
文化課

0285-83-7731

33 大田原市
トピック展　那須国造碑
をめぐる人々

那須国造碑の調査研究に関わった木
曾武元を紹介する展示会

4月8日（土）～6月4日（日） 開館時間：9:00～17:00
大田原市なす風土記の丘
湯津上資料館

大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

34 大田原市
夏季ミニ企画展「探検！
大田原の遺跡」

大田原市内の長者ヶ平遺跡を紹介す
る展示会と、縄文土器の拓本でしお
り作り

8月2日（水）～9月10日（日） 開館時間：9:00～17:00
大田原市なす風土記の丘
湯津上資料館

大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

40 大田原市 侍塚古墳群ツアー 侍塚古墳群を歩いてめぐる見学会 10月21日（土） 13:30～ 大田原市内
大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

41 大田原市 市内遺跡ツアー 市内遺跡を歩いてめぐる見学会 11月25日（土） 13:30～ 大田原市内
大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

45 大田原市 なす風土記サロン

①木曾武元
②未定
③那須国造碑-再発見から碑堂建立
まで-
④歴史民俗資料館の取り組み

①12月17日（日）
②1月14日（日）
③2月18日（日）
④3月11日（日）

各回とも13:30～15:00 大田原市役所湯津上庁舎
大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

47 大田原市 ユネスコ子供学級 未定 8月中旬（予定） 未定 未定
大田原市教育委員会
文化振興課

0287-98-3768

35
大田原市
那珂川町

第25回特別展　那須の
歴史をひもとくⅢ「那須
の人々の心とほとけ-古
代から中世初期の仏教を
たどる－」

古代から中世初期の仏教をテーマと
した展示会

9月16日（土）～11月19日（日）

①開館時間：開館時間：
9:00～17:00

②開館時間：開館時間：
9:30～17:00

（入館は16:30まで）

①大田原市なす風土記の丘湯
津上資料館
②那珂川町なす風土記の丘資
料館

大田原市なす風土記の
丘湯津上資料館

0287-98-3322

36
大田原市
那珂川町

第25回特別展展示解説 展示解説
9月17日（日）

10月14日（土）
11月18日（土）

各回とも13:30～
大田原市なす風土記の丘
湯津上資料館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

37
那珂川町
大田原市

第25回特別展史跡見学
会

福島県棚倉町方面の仏教関連遺跡を
バスでめぐる見学会

9月30日（土） 8:00～17:00 福島県棚倉町方面
那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

38
那珂川町
大田原市

第25回特別展記念シン
ポジウム

特別展関連の講演会とシンポジウム
講師
須田　勉氏（元国士舘大学教授）
水野　順敏氏（日本窯業史研究所）
池田　敏宏氏（県埋蔵文化財セン
ター）

10月29日（日） 9:30～15:30 那珂川町ふるさと館
那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366



担当部署名 電話番号
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№ 機関名 事業名 事業内容 会場開催日 時間

39
那珂川町
大田原市

第25回特別展史跡
ウォーク

那須町周辺の仏教関連遺跡を歩く見
学会

11月11日（土） 9:00～15:00 那須町周辺
那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

42
那珂川町
大田原市

巡回展
栃木の遺跡

栃木県内の近年の発掘調査成果を紹
介する展示会

2月10日（土）～4月1日（日）

①開館時間：開館時間：
9:30～17:00

②開館時間：開館時間：
9:00～17:00

（入館は16:30まで）

①那珂川町なす風土記の丘資
料館
②大田原市なす風土記の丘湯
津上資料館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

43
那珂川町
大田原市

巡回展　展示解説 展示解説 2月10日（土）　3月3日（土） 各回とも13:30～
那珂川町なす風土記の丘　資
料館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

44
那珂川町
大田原市

巡回展　栃木の遺跡
成果発表会・遺跡報告会

なす風土記の丘に関わった人たちの
成果発表会、発掘調査担当者による
遺跡報告会

2月24日（土） 10:00～
那珂川町なす風土記の丘　資
料館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

46
那珂川町
大田原市

古代なす学入門 歴史解説員養成講座 4月～3月 適宜
那珂川町なす風土記の丘　資
料館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

48 矢板市 土器作り体験 土器の作成 未定 未定 矢板市立郷土資料館
矢板市教育委員会
生涯学習課

0287‐43‐6218

49 那須塩原市 子ども土器づくり教室 土器づくり体験
6月10日(土)・17日(土)・24日

(土)・
7月29日(土)

　　6月10日(土)
　　　 9：30～12：３0
　　6月17日(土)
　 　　9：30～12：00
　　6月24日(土)
　　　 9：30～13：00
　　7月29日(土)
　　　 9：30～13：00

那須野が原博物館 那須野が原博物館 0287-36-0949

50 那須塩原市 子ども土器づくり教室
トピックス展「ミニミニ土器大集
合」

5月16日(火)～6月18日(日) 9：00～17：00 那須野が原博物館 那須野が原博物館 0287-36-0949

51 那須烏山市
（仮称）長者ヶ平官衙遺
跡イベント

国史跡の周知、活用について 未定 未定
長者ヶ平官衙遺跡
多目的広場

那須烏山市教育委員会
文化振興課

0287-88-6224

52 下野市
甲塚古墳出土遺物重要文
化財指定記念特別展
（仮）

未定 未定 未定 しもつけ風土記の丘資料館
下野市教育委員会
文化財課

0285-32-6105

53 下野市
甲塚古墳出土遺物重要文
化財指定記念シンポジウ
ム（仮）

未定 9月または10月 未定 未定
下野市教育委員会
文化財課

0285-32-6105

54 下野市 定期歴史講座
しもつけ風土記の丘資料館周辺の文
化財について、担当者等による解説
を行う

8月20日、9月24日、10月15日、
11月19日、12月17日

13:30～15:30 しもつけ風土記の丘資料館
しもつけ風土記の丘資
料館

0285-44-5049

55 下野市 下野薬師寺跡史跡まつり 下野薬師寺跡を活用したイベント 3月上旬 9:30～13:00
下野薬師寺跡
下野薬師寺歴史館

下野薬師寺歴史館 0285-47-3121

56 上三川町 文化財普及啓発事業
役場町民ホールにて町内の遺跡から
出土した遺物を展示

通年 8:30～17:15 上三川町役場町民ホール
上三川町教育委員会
生涯学習課
生涯学習係

0285-56-9159

57 茂木町
企画展「九石古宿遺跡と
縄文後晩期の世界
（仮）」

九石古宿遺跡発掘資料の展示 1月～3月 開館時間：9:30～18:00
茂木町まちなか文化交流館ふ
みの森もてぎ　歴史資料展示
室

茂木町教育委員会
生涯学習課図書文化係

0285-64-1023

58 茂木町 講演会 土偶・発掘報告の講演会 1月 未定
茂木町まちなか文化交流館ふ
みの森もてぎ

茂木町教育委員会
生涯学習課図書文化係

0285-64-1023

59 茂木町 講演会 縄文時代後晩期の講演会 3月 未定
茂木町まちなか文化交流館ふ
みの森もてぎ

茂木町教育委員会
生涯学習課図書文化係

0285-64-1023

60 市貝町 企画展「埴輪と鏡」
県立博物館との共催展。展示を通し
て、古代の埴輪と鏡について学ぶ。

8月5日（土）～9月3日（日）
8月 9:00～19:00
9月 9:30～19:00

市貝町立歴史民俗資料館
市貝町教育委員会
生涯学習課文化係

0285-68-0020

61 市貝町
講座「ミニチュアの鏡を
作ろう」

紙で型を作り、錫を鋳造してミニ
チュアの鏡を作る。

8月12日（土） 13:30～15:30
市貝町立図書館
企画研修室

市貝町教育委員会
生涯学習課文化係

0285-68-0020

62 市貝町
企画展「いちかいの城
跡」

県立博物館の企画展と連携し、市貝
の代表的な城跡や関連する武士団を
紹介。

9月16日（土）～10月29日（日） 9:30～19:00 市貝町立歴史民俗資料館
市貝町教育委員会
生涯学習課文化係

0285-68-0020

63 市貝町
講座「市貝の城跡を探索
しよう」

市貝町内の代表的な城跡を実際に歩
く。

9月30日（土） 9:30～11:30 町内城跡
市貝町教育委員会
生涯学習課文化係

0285-68-0020

64 市貝町
いちかい“ふるさと探検
隊”

市貝町内を探索し、ふるさと市貝を
再発見する。

事前学習 7月22日（土）
8月5日（土）・8月19日（土）

 7月22日（土）
　　9:00～12：00
8月5日（土）、8月19日
（土） 8:30～12:00

 7月22日（土） 中央公民館
8月5日（土）、8月19日
（土） 探検場所

市貝町教育委員会
生涯学習課生涯学習係

0285-68-0020

65 壬生町
車塚古墳発掘調査記念講
演会

車塚古墳発掘調査の成果について 11月18日(土) 13:00～15:00
城址公園ホール
大ホール

壬生町歴史民俗資料館 0282-82-8544

66 高根沢町 縄文道場 未定 秋～冬 10：00～12：00 町歴史民俗資料館
高根沢町教育委員会
生涯学習課

028-675-3175

67 高根沢町 文化財めぐり 町内文化財見学(3カ所程度） 夏休み期間 9：00～12：00 町内
高根沢町教育委員会
生涯学習課

028-675-3175
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68 那珂川町 特別陳列　えと展 干支に関わる展示を行う 12月9日（土）～１月14日（日）
開館時間：9:00～17:00

（入館は16:30まで）
那珂川町なす風土記の丘資料
館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

69 那珂川町 古代文字講座
古代文字を学び、ハンコをつくる
講師：小勝雅明氏(栃木県刻字協会
副会長)

12月9日(土) 9:30～12:00
那珂川町なす風土記の丘資料
館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3367

70 那珂川町 ミニ門松づくり ミニ門松をつくる 12月16日(土) 9:30～13:00
那珂川町なす風土記の丘資料
館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3368

71 那珂川町 なす風土記講座 那須の歴史について解説する 5月～2月の全8回
13:30～15:00

※第5回は9:30、第8回は
13:00から

那珂川町なす風土記の丘資料
館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366

72 那珂川町 土器づくり 土器づくりを行う

①成形：7月1日（土）
　焼成：8月5日（土）

②成形：1月27日（土）
　焼成：3月10日（土）

成形：9:30～12:00
焼成：9:00～15:00

那珂川町なす風土記の丘資料
館

那珂川町なす風土記の
丘資料館

0287-96-3366


