
2016 年 4 月~2017 年 3 月歴博友の会行事カレンダー

（古文書講座上期（入門、初級とも）と歴史学講座の申し込みは終了しました。）７月 15 日（木） （齊藤努先生）     「科学でみる伝統

               4 月    5 月  6 月 7 月   8 月  9 月   10 月 11 月 12 月   1 月  2 月    3 月

見学会

★5 月 16 日(月) 新緑の武蔵野散策・野火止用水と平林寺        ★1 月 15 日(日) 博物館初詣

★6 月 15 日(水) 喜多院と川越城の遺構をめぐる        印刷博物館と周辺    

★7 月 21 日(木)～22 日(金) いにしえの駿河・伊豆国と世界遺産を訪ねて（一泊バス）     

★9 月 30 日(金) 小櫃川中流域の歴史を訪ねる（日帰りバス）

    ★11 月 7 日(月) 巣鴨・駒込のお寺散歩              

船橋 ★3月 12日(日)

           ★10 月 12 日(水)～14 日(金) 北東北 縄文の旅

                           (山田 康弘先生)歴博歴史の旅

友の会講座

古文書講座
(Ａコース)
（諸文書講読）

歴史学講座

(13：30～15：30)

★4 月 8 日(金) 芸娼妓解放令と新吉原遊郭－「かしく一件」を通して－（横山 百合子先生）

      ★5 月 12 日(木) 「延喜式」と古代の千葉 (小倉 慈司先生)
        ★6 月 2 日(木) 描かれた「大坂の陣」とその時代－合戦図屏風と風俗画を読み解く－ (小島 道裕先生)  

考古学講座

(13：30～15：30)
考古学からみた中世の技術 ★10 月 6 日(木) （村木 二郎先生）

聖武天皇の都－恭仁宮・紫香楽宮・難波宮－ ★11 月 17 日(木) (林部 均先生)
                   遺跡中の動物骨でなにがわかる？ ★12 月１日(木)  (金 憲奭先生)

★4 月 2 日(土)観桜茶会                             ★1 月７日(土)
歴博館長特別講演会「町人たちの祭りから江戸時代を考える」

見学会
会員が企画して会員
が案内する友の会手
作りの見学会です。関
東一円の遺跡や史跡
を訪ね、見て聞いて歩
いて見聞を広めます。
日帰りのコースやた
まには 1 泊のときも
あります。ウォーキン
グを兼ねてあなたも
参加してみませんか。

友の会講座歴博の4研究系の各先

生による友の会会員

のための講座です。毎

月１回開催され、多く

の会員が熱心に受講

しています。皆さんの

興味のあるのはどの

講座でしょうか。

講演会

友の会主催の歴博講

演会です。歴博の先

生や、外部の先生か

ら友の会会員の関心

があるテーマや先生

方の最新の研究事例

等の講演をいただい

ております。

観桜茶会
毎年恒例の観桜茶

会、桜満開の佐倉城

址公園での一服をお

楽しみいただきま

す。歴博名物の大き

な桜の下で、風雅の

ひと時をお過ごしく

ださい。

古文書講座上期（13：30～15：30） 古文書講座下期（13：30～15：30）

               ★8 月 6 日(土)第 27 回 「1970 年代のアイヌ文化」

              ★10 月 1 日(土)第 28 回    ★2 月 4 日(土)第 29 回

「明日に向かって曳け－石川県輪島市皆月山王祭 2015」 「白川郷の合掌造り民家」

（歴博映画の会は歴博主催・友の会協力行事です）                  

友の会主催

講演会他

歴博映画の会
(13：30～15：30、
10 月 1 日は～16：00）

[注] ｢友の会講座｣、「歴博歴史の旅」、｢見学会｣は事前申し込み制の友の会会員限定行事です。申し込み方法等詳細は直前の友の会ニュースでご案内します。

古文書講座「入門コース」（通年）、同「Ａコース」、「Ｂコース」の下期分、および考古学講座の受講申し込みは終了しました。

古文書講座
(Ｂコース)
（旅日記講読）

情報資料学講座

(13：30～15：30)

           ★7 月 14 日(木) 古文書とコンピュータの関係－過去・現在・未来－（後藤 真先生）

                 ★8 月 9 日(火) 染色と繊維の科学 (小瀬戸 恵美先生)
     「酸素同位体比年輪年代法」とは何か？ ★9 月 16 日(金) 新しい年代測定法 （箱﨑 真隆先生）

民俗学講座

(13：30～15：30)
     年中行事と神々（小池 淳一先生）★1 月 20 日(金) 

津波と生活文化 (葉山 茂先生) ★2 月 21 日(火) 
                           魔除け・厄除けの民俗 (関沢 まゆみ先生) ★3 月 17 日(金)
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