
一片の瓦から

約3000年前の

　中国西周から

　　　現代日本へ･･･

　　瓦でつながる

　　　　  東アジア

主催 共催吹田市立博物館

たかが瓦･･･されど瓦

　ひとかけらの瓦片が

　　解き明かした

　　　　歴史がある！

-東アジアにふれる-

平成26年(2014年)度秋季特別展

平成26年（2014年）
　　　
10月４日（土）～11月30日（日）

■休館日

月曜日、祝日の翌日

（ただし、10月13日、11月３日、11月24日は開館）

■開館時間

午前９時30分～午後５時15分

　　

＊交通案内・期間中のイベント情報は裏面をご覧ください

■観覧料

　　  大人    200 円（160円）
　　  高大生 100 円（80円）
　　  小中生   50 円（40円）

＊（　）内は20名以上の団体割引料金。

＊市内在住の65歳以上の方は100 円。

＊毎週土曜日は、市内の小中学生は無料

  （土曜日以外も「ぐるっとすいたカード」を

　  もってくると無料）

＊10月４日（土）および「関西文化の日」の

　11月15日（土）・16日（日）は観覧料が無料

黄釉龍文
軒丸瓦（清代）

蓮華文軒丸瓦（百済）

　　　蓮華文軒丸瓦
（吹田市七尾瓦窯跡・奈良時代）

黄釉龍文軒平瓦（清代）

蓮蕾文軒丸瓦（高句麗）

雲文軒丸瓦（漢代）



ハガキまたはファックスに講座名、

日時、参加者全員の名前、住所、電

話番号を書いて当館へ。

ただし、11月16日（日）の歴史考

古学研究会公開講座は、上記方法と

同様に、下記の帝塚山大学附属博物

館にお申し込みください。

帝塚山大学附属博物館

〒631-8501 奈良市帝塚山７－１－１

TEL．0742-48-9700
FAX．0742-48-8783

のイベントの会場は、帝塚山大学

奈良・東生駒キャンパスです。

■帝塚山大学市民講座（10/18、10/5、

11/15）は、５号館5104教室

■歴史考古学研究会公開講座（11/16）

は、帝塚山大学附属博物館講座室

＊お問い合せ／

帝塚山大学附属博物館

のイベントの会場は、当館です。

＊お問い合せ／吹田市立博物館

＊イベントの聴講・参加費は、特に

表記のあるもの以外は無料です。

イベントの申込方法

【交通案内】

●JR岸辺駅下車北口より徒歩20分。

●JR吹田駅北口・阪急吹田駅から「千里中央」

ゆきバス「紫金山公園前」下車徒歩4分。「五

月丘南」循環バス「五月丘西」下車徒歩7分。

「桃山台駅前」ゆきバス「佐井寺北」下車徒

歩10分。「万博公園駅（循環）」ゆきバス「佐

井寺北」下車徒歩10分。

●JR吹田駅中央口・阪急吹田駅から「桃山台

駅前」ゆきバス「佐井寺北」下車徒歩10分。

●阪急南千里駅から 「JR吹田」ゆきバス「佐

井寺北」下車徒歩10分。

●お車の場合は、五月が丘方面からお回りく

ださい。（吉志部神社側からは車は進入でき

ません。）

〒564-0001 吹田市岸部北４丁目10番１号

TEL．06-6338-5500 FAX．06-6338-9886 ｈttp://www.suita.ed.jp/hak/index.html このチラシは13,000部作成し、１部あたりの単価は5円です。

表面写真の瓦の

所蔵は、七尾瓦窯

跡出土軒丸瓦（当

館蔵）を除いて、

帝塚山大学附属博

物館です。

■館長ギャラリー
トーク

14:00～15:00
解説／中牧弘允
（当館館長）

＊観覧料が必要です。

11/24

11/17

 （休館）

11/10

 （休館）

11/3

■瓦窯跡クイズラリー
　　　＆現地解説

－七尾瓦窯跡－

　　　　13:30～15:30

＊10/11におなじ

10/27

（休館）

10/20

（休館）

10/13
■特別展展示解説

14:00～15:00
解説／高橋真希
（当館学芸員）

＊観覧料が必要です。

10/6

（休館）

■コンサート 13:30～15:00
「2014オータム・コンサート」
演奏／紫金山グリーン合奏団

定員／先着120人（事前申込不要）

11/30

■歴史講座 14:00～15:30
「ふたつの造宮瓦窯

－七尾瓦窯跡と吉志部瓦窯跡－」
講師／高橋真希（当館学芸員）

定員／先着120人（事前申込不要）

11/23

（関西文化の日）＊観覧料無料日

■歴史考古学研究会公開講座
13:30～16:30

「東アジアの瓦当文化」
講師／柳昌宗氏

（韓国柳琴瓦当博物館館長）
定員／30人（多数抽選）

　申込締切／11月６日（木）必着

11/16

■館長ギャラリートーク
14:00～15:00

解説／中牧弘允
（当館館長）

＊観覧料が必要です。

11/9

■講演会 14:00～15:30
「中・近世の瓦」
講師／木村友紀氏

（島本町教育委員会）
定員／先着120人（事前申込不要）

11/2

■瓦窯跡クイズラリー＆現地解説
－吉志部瓦窯跡－

13:30～15;30
現地でクイズを解いて、答え合わせを

しながら史跡の解説をします。

集合／当館講座室（事前申込不要）

10/26

■歴史考古学研究会公開講座
13:30～16:30

講演会の後、瓦の研究に関する
討論があります。

定員／先着120人（事前申込不要）

10/19

■講演会 14:00～15:30
　　　  「平安時代の瓦
　　　－中期・後期を中心に－」

講師／鈴木久史氏
（京都市文化財保護課）

定員／先着120人（事前申込不要）

10/12

10/5

■瓦窯跡クイズラリー＆現地解説
－吉志部瓦窯跡－

13:30～15:30

現地でクイズを解いて、答え合わせを

しながら史跡の解説をします。

集合／当館講座室（事前申込不要）

「古代摂津の瓦生産」
講師／網伸也氏（近畿大学文芸学部教授）

10/4 ＊観覧料無料日

開会式13:00～　展示解説13:20～

■講演会 14:00～15:30
「東アジアの瓦の歴史」

講師／清水昭博氏
（帝塚山大学附属博物館館長）

定員／先着120人（事前申込不要）

10/11

瓦窯跡クイズラリー＆現地解説
－七尾瓦窯跡－

13:30～15:30
現地でクイズを解いて、答え合わせを

しながら史跡の解説をします。

集合／当館講座室（事前申込不要）

■

10/18
■帝塚山大学市民講座 14:00～15:30
「THE SHACHIHOKO－鯱瓦の歴史－」

講師／清水昭博氏
（帝塚山大学附属博物館館長）

定員／先着200人（事前申込不要）
会場／帝塚山大学東生駒キャンパス

10/25

■帝塚山大学市民講座 14:00～15:30
「仏教と神道

－瓦をめぐる日本宗教史－」
講師／中牧弘允（当館館長）

定員／先着200人（事前申込不要）
会場／帝塚山大学東生駒キャンパス

11/22

■講演会 14:00～15:30
「現代瓦事情」

講師／山本清一氏

定員／先着120人（事前申込不要）
(山本瓦工業株式会社会長）

11/29

■歴史講座 14:00～15:30
「吹田の近世・近代瓦から歴史をよむ」

講師／藤原学氏
（旧西尾家住宅館長）

定員／先着120人（事前申込不要）

11/15（関西文化の日）＊観覧料無料日

■帝塚山大学市民講座 14:00～15:30
「謎を秘めた左桟瓦」

講師／甲斐弓子氏
（帝塚山大学考古学研究所

　　　　　　　　　　特別研究員）
定員／先着200人（事前申込不要）
会場／帝塚山大学東生駒キャンパス

職人の指導で、古代の瓦作りにチャレンジ！

　　講師　山本清一氏
　(山本瓦工業株式会社会長）
会場／山本瓦工業株式会社平群工場

定員／20人（多数抽選）

  申込締切／10月28日（火）必着

11/8
■ワークショップ 10:00～15:00

「古代の瓦作り体験」

11/1
■ワークショップ 14:00～15:30

「採って飾ろう!－古代瓦の拓本体験－」
軒先瓦の文様などの拓本にチャレンジ！

講師／清水昭博氏

（帝塚山大学附属博物館館長）
定員／20人（多数抽選）

  申込締切／10月21日（火）必着

要
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込

要
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込

要
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土 日
共催展のご案内

帝塚山大学附属博物館第23回特別展

THE SHACHIHOKO
－鯱瓦の歴史－

会場／帝塚山大学附属博物館

会期／平成26年（2014年）

10月18日（土）～11月24日 月）

休館日／日曜・祝日

（ただし11/3・11/23・11/24は開館）
入場料／無料

展示解説／10/18、10/25、11/15、

11/22の15:45～

月

のイベントの会場は、帝塚山大学

奈良・東生駒キャンパスです。

■帝塚山大学市民講座（10/18、10/25、

11/15）は、５号館5104教室

■歴史考古学研究会公開講座（11/16）

は、帝塚山大学附属博物館講座室

＊お問い合せ／

帝塚山大学附属博物館

のイベントの会場は、当館です。

＊お問い合せ／吹田市立博物館

＊イベントの聴講・参加費は、特に

表記のあるもの以外は無料です。

（
開館時間　９：３０～１６：３０

　

景品付き

景品付き

景品付き

景品付き


