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第 14 回石器文化研究交流会ぐんま大会
主

催：石器文化研究会・第 14 回石器文化研究交流会ぐんま実行委員会

後

援：群馬教育委員会・高崎市教育委員会・みどり市教育委員会

日

時：2009 年 11 月 21 日（土） 13:00 〜 17:00、22 日（日） 9:00 〜 16:00

会

場：高崎市南公民館

日

程：11 月 21 日（土）13:00 〜 13:15

開会あいさつ

13:15 〜 13:45

遺跡紹介①

東京都杉並区釜寺東遺跡

（宮下数史）

13:45 〜 14:15

遺跡紹介②

神奈川県相模原市小保戸遺跡

（栗原伸好）

14:15 〜 14:45

遺跡紹介③

埼玉県三芳町南止遺跡

（大久保淳）

14:45 〜 15:20

休憩・資料見学

15:20 〜 15:50

遺跡紹介④

千葉県柏市原山遺跡

15:50 〜 16:20

遺跡紹介⑤

千葉県流山市野谷二反田・市野谷入台遺跡

（川端結花）

（新田浩三）

16:20 〜 16:50

遺跡紹介⑥

18:30 〜

懇親会

群馬県伊勢崎市峯岸山遺跡

（勢藤

力）

11 月 22 日（日） 9:15 〜 9:45

遺跡紹介⑦

群馬県桐生市山内手 B 遺跡（加部二生・阿久澤智和）

9:45 〜 10:15

遺跡紹介⑧

山梨県笛吹市物見塚遺跡

（秋山圭子）

10:15 〜 10:45

遺跡紹介⑨

静岡県三島市富士石遺跡

（阿部

敬）

研究討論会「関東平野北西部・赤城山麓の暗色帯上部段階
−環状ブロック群衰退後の石器群・遺跡群・遺跡分布−」

11:00 〜 11:05

趣旨説明

（関口博幸）

11:05 〜 11:45

岩宿 60 周年と赤城山麓の旧石器研究史

（小菅将夫）

11:45 〜 12:15

大間々扇状地桐原面の暗色帯上部段階の旧石器遺跡群（関口博幸）

13:30 〜 14:00

赤城山南麓地域の暗色帯上部段階（今井三騎堂・見切塚遺跡）
（勢藤

14:00 〜 14:30

力）

赤城山西麓・利根川上流域の暗色帯上部段階（後田遺跡・房谷戸遺跡）
（麻生敏隆）

【紙上発表】

14:30 〜 15:00

柏・流山地域の遺跡群の様相（Ⅸ層〜Ⅶ層）

15:10 〜 16:00

パネルディスカッション

16:00 〜

閉会あいさつ

遺跡紹介

栃木県鹿沼市伊勢崎Ⅲ遺跡

遺跡紹介

群馬県下仁田町金剛萱遺跡

（新田浩三）
（司会：軽部達也）

（吉田

哲）

（金剛萱遺跡研究会）
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