
笠懸野　岩宿文化資料館 vol．44
◆ 表紙　 横町太々神楽上演される
　３月 13日まで好評のうちに開催された郷土資料展示『横町太々神
楽』は笠懸町に唯一残る神楽として笠懸町指定無形文化財となってい
ます。４月３日にカタクリさくらまつりのイベントとして、保存会の
ご厚意により体験学習室で上演されました。会場は立見客も出て大い
に盛り上がりました。
　写真は、比留子之舞で岩宿ムラでついた古代米の餅を配っているよ
うすです（６ページへ）。
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　資料館と町内の学校との総合学習が始まって５年目を迎

えています。町内のすべての小学校と幼稚園・保育園で

行っている総合学習や体験学習の成果と作品が展示されま

す。子供たちの成長の足跡をぜひご覧ください。

『岩宿人になろう』 2006 年３月下旬～４月上旬（予定）

『環状ブロック群』
10月１日（土）～ 11月23日（水・勤労感謝の日）
岩宿時代のはじめ ( 岩宿時代Ⅰ期 )，今から約 3.5 万か

ら 2.8 万年前ころには，他の時期に例をみない規格的で

巨大なムラがあったことが知られています。｢環状ブロッ

ク群 ｣と呼ばれる円形のムラで，直径十数メートルから

50メートルを超えるものまで発見されていますが，大き

なものでは同時に 50 人から 100 人以上もの多くの人々

がくらしていたと考えられています。

こうした遺跡は，現在全国に 70か所ほどが知られ，こ

の時期には特殊なものではなかったことがわかります。し

かし，その様な遺跡を発掘しても、石器が直径数十メート

ルのドーナツ状に発見されるだけです。それでも遺跡から

出土した石器を研究すると，数十メートルも離れて発見さ

れた石器同士が接合することが知られており，ムラに同時

に人々が住んだ事実を証明するとともに，石器を分け合う

ようなお互いの関係が浮かび上がってきます。

今回の展示では，多くの環状ブロック群の遺跡を紹介

するとともに，そこから発見された石器の研究から当時の

ムラや社会の復元を試みます。

　展示解説講座　10月 2日 ( 日 ) 午後 1時 30分から
　　　　　会場：資料館１階体験学習室
　　　　　講師 :未定（詳細は次回の『オリジン』45号

でご案内いたします。）

　展示解説会　10/1 ･ 22 ･ 29，11/12 ･ 19
( 各土曜日午後 2時から )

　資料館友の会には，石器づくり・土器づくり・古代料理

研究・民俗伝承研究の４つのサークルがあり，自主運営の

もと様々なサークル活動を行っています。

展示ではサークル活動の様子とその成果が発表されます。

第９回友の会展示
12月４日（日）～

2006年１月15日（日）

◆写真 ◆
オープニングセレモ

ニー終了後の記念撮影で

す。みなさんも，友の会

に入って展示に参加

しませんか。

◆写真◆　町内の小学生が作って煮炊きに使った土器

『岩宿人のくらしをさぐる』
　岩宿時代の人々はどんな暮らしをしていたでしょうか。

当時の人々が使っていた道具を復元してその使い方や，岩

宿時代の人々の生活のようすをわかりやすく展示します。

実際に見たり使ってみて，岩宿人の暮らしぶりに迫ってみ

ましょう。

展示解説会　8/13・20・27，9/3・17（各土曜日午後２時から）

７月31日（日）～
９月19日（月・敬老の日）

◆写真◆
昨年度の展示から
細い棒を回転させながら，

砂の摩擦の力を借りて，滑石

に穴をあけています。早い

人は10分ほどで穴があ

けられました。

夏休み子供向け展示 町内学校等総合学習展示

　笠懸町のある地域は岩宿時代から３万年にもおよぶ人々

のくらしの舞台となりました。岩宿時代から江戸時代にわ

たる考古資料ほかの郷土資料を展示します。今回の展示に

は奈良・平安時代の金属の鋳型（町指定重要文化財）から

型どりされた金属製品の復元品が新たに加わりました。

展示解説会　4/23・30，5/7・14・28，6/4・18・25，7/2・16
（各土曜日午後２時から）

『笠懸野にくらした人々』
４月23日（土）～
７月18日（月・海の日）

 ◆ 写真 ◆

馬見岡遺跡と坊谷戸Ⅱ遺跡か

ら出土した奈良・平安時代の金

属製品の鋳型と，型どり模型で

す。この頃の鋳型が残っている

例は全国でも珍しいものです。

収蔵資料展示第 40回企画展

　上野国（群馬県）の戦国時代は，実質的に戦国時代の始

まりとされる応仁の乱が京都に始まる頃より早く始まり，

群雄の割拠と離合集散そして下剋上が繰り返されていまし

た。戦国時代後半に至ると，越後（新潟県）の上杉氏，甲

斐（山梨県）の武田氏，相模（神奈川県）の北条氏の侵攻

があいついで繰り返され，上野国の群雄は生き残りをかけ

てこれらの戦国大名との連携を余儀なくされていきます。

　本展示では，発掘調査の成果から城館における攻防の問

題や，遺跡から出土した当時の人々の用いた日用品などを

通じて東毛を中心とした地域の戦国時代に迫っていきたい

と思います。

展示解説会　１/28，2/4・11・25，3/4・11（各土曜日午後２時から） 

『出土資料から見た東毛の戦国時代』
2006 年１月28日（土）～ ３月12日（日）

第41回企画展 展示事業

◆ 写真 ◆　池花南遺跡で見つかった環状ブロック群

直径 20mほどのドーナッツ状に石器群が見つかりました。

（（財）千葉県文化財センター提供）

◆ 写真 ◆　阿左美元屋敷遺跡の中世城館　

背後には山頂部に砦跡があるとされる荒神山が控えている。城館は 16世紀後
半に機能しており，当時この地を知行していた藤生氏との関係があると考えら
れている。

岩宿文化資料館は開館から 14年目を迎えます。

これまで，岩宿遺跡の博物館として岩宿時代（旧石

器時代）研究の情報を全国に向け発信するとともに，

地域の方々に活用される博物館であるよう，多様な

事業に取組んできました。また，運営面においても，

各種事業を資料館友の会や地域の方々と協力して行

うことに努めて参りました。今年度もこのことを基

本に事業計画を立てました。

さて，今年度の事業では新たな視点で企画した

ものがあります。笠懸町は来年３月に大間々町、勢

多郡東村と合併し「みどり市」になります。３つの

町村はそれぞれの歴史を刻んできましたが、これか

らは１体となり新たな歴史を作っていくことになり

ます。３つの町村に共通する歴史テーマで、新しい

市に向け共有する認識が醸し出せないものかと企画

したものが、第 41回の企画展示と郷土史講座です。

　ここでは黒川谷（渡良瀬川上流域）を取り上げ、

この地域を舞台とした戦国の争乱の光と影を、人々

の葛藤を交え示すことができればと考えています。

事業計画では記すことができませんでしたが，当

館で大きな比重を占めている事業に学校と連携した

事業があります。昨年度は 170 校の学校が当館を

訪れていますが，このうちの半数の学校が，石器作

り等を目的とした「体験学習」で訪れています。また，

笠懸町内の保育園・幼稚園，小・中学校は，体験学

習や調べ学習で当館を盛んに活用していますし，町

内の小学校３校の６学年は，教師と当館が共同して

年間 30時間ないし 40時間の総合学習の授業を進

めています。「岩宿時代の情報の発信」と「地域に

根ざした活動」はこのような形でも進展しています。

これからも多くの人たちに支えられ，当館は運

営されていきますが，開かれた博物館，敷居のない

博物館であることに努めますので，お気軽に来館し

ていただきたいと願っております。

笠懸野岩宿文化資料館
館長　三輪　延也

平成 17年度の

博物館活動に向けて
－ 平成17年度岩宿文化資料館運営方針 －



第 1講　６月５日（日）　－考古学とはどんな学問なのか－

『日本考古学を学ぶために』
　講師　大塚　初重氏（明治大学名誉教授）

第２講　７月３日（日）　－発掘調査とは－

『遺跡を発掘調査する』
　講師　白石　浩之 氏（愛知学院大学・第３回岩宿文化賞受賞者）

第３講　９月４日（日）　－考古資料の見方ー

『考古資料の型式を学ぶ
 －年代差と地域差を調べる年代学的な単位－ 』

　講師　土肥　孝 氏（文化庁）

第 4講　10月23日（日）　－関連科学の活用－

『自然科学的手法によるモンゴル国チンギス・
カン宮殿址の発掘調査』

　講師　加藤　晋平 氏（國學院大學）

第５講　12月４日（日）　－考古学を未来にどう生かすか－

『考古資産をどう生かすか』
　講師　勅使河原 彰 氏（㈶トトロのふるさと財団理事）

　各講義とも午後１時30分から

　会場はいずれも岩宿文化資料館１階体験学習室

募集要項
●募集人員　70人（定員を超えた場合は先着順）

●応募資格　考古学を学びたい意思のある方ならどな
たでも。

●受講料　　一般　5000円，町内在住の一般　3500円，
友の会会員　2500円

（各講義単独受講の場合，各講義あたり

1000円となります。）

●応募方法　住所・氏名・年齢・職業・電話番号・友
の会会員であるかどうか・Ｅメールアド

レス（お持ちの方）,受講形態（通年受講

か，単独受講か〔単独受講の場合は受講

したい講座名を明記〕）ご記入の上，はが

き，ファックス，Ｅメールで，または資

料館窓口で直接お申し込み下さい。（受講

者の決定をはがきで通知しますので電話

でのお申し込みはご遠慮下さい）

※ 応募された個人の情報は，館からの通知等に使用されるものです。

●応募締め切り 平成17年5月24日（火）（当日の消印有効）

●受講生の決定について
はがきで通知します。　

2005年度講義予定2005年度講義予定

岩宿大学は
1993年に開講し，13年

目に入ります。2005年度の岩宿
大学は，岩宿時代という枠を取りはら
って，『考古学をまなぶ』という大きなテ
ーマのもとで皆さんと考古学を学んでいきた
いと思います。
　今年度の岩宿大学は，①考古学とはいかなる
学問なのか，②考古学の基本をなす発掘調査とは
どのような目的でどう行うか，③石器・土器とい
った考古資料はどのようにしてみていくか、④
考古学の調査に関連科学をどのように活用す
るか，⑤考古資料や史跡といった資産を私
たちはどう生かしていくか，という５
つの講義を行います。皆さんのご
参加をお待ちしております。

◆ 写真 ◆　昨年度の岩宿大学の講義のようす

土曜日は岩宿探検隊！

5月21日  石器作り
黒曜石で石ヤリを作ります。岩宿時代の

人々は石ヤリを使って動物をとっていま

した。

【時　間】午前 10時～ 12時

【定　員】30人

【受　付】4月30日（土）から

電話受付

6月11日 まが玉作り
縄文時代に登場したまが玉は古代まで作

られました。滑石を材料に，古墳時代の方

法をアレンジしたまが玉づくりをします。

【時　間】午前 10時～ 12時

【定　員】30人

【受　付】5月21日（土）から

電話受付

7月9日 アンギン編み
アンギンのコースターを作ります。アンギン編み

は縄文時代に始まりました。新潟県に伝わる越後アン

ギンを作る技術は国の無形文化財にもなっています。

【時　間】午前 9時 30分～ 12時

【定　員】15人

【受　付】6月 18日（土）から

電話受付

9月10日 土器作り
縄文土器を作ってみましょう。様々な

装飾で飾られた縄文土器は，世界的にも

例をみない芸術性をもっています。

【時　間】午前 10時～ 12時

【定　員】30人

【受　付】8月 20日（土）から

電話受付

● 対 象 ●　

小学４年生から中学生

● 参加費 ●　無料

● 会場 ●

資料館体験学習室

8月5日（金）日帰りコース
主な内容：石器づくり（石ヤリ・石のナイフ），石器を使う

（ナイフで肉を切る・ヤリ投げ），石蒸し料理

8月6日（土）～7日（日）キャンプコース
主な内容：日帰りコースの内容のほか，テント設営，

キャンプファイヤー，岩宿ちまき作り・ストー

ンボイリング（朝食）。

【参加費】 日帰りコース　　　２，０００円

　　　　　　キャンプコース　　３，０００円

【 定 員 】 各コース 30名

【応募資格】　小学生以上（3年生以下は保護者同伴・大人可）

【応募方法】　希望コース・氏名・郵便番号・住所・学校名・

　学年・保護者名を明記のうえ，はがき・FAX・

　E-メールまたは窓口でお申し込みください（電

　話可）。

【申込受付】7月 1日（金）より開始。先着順。 『岩宿人にチャレンジしよう』
夏休みは

大昔の人はどんな生活をしていたのでしょう。
石器づくりやヤリ投げ，石蒸し料理などを通じて
岩宿人にチャレンジしよう。

◆ 写真 ◆　昨年の『岩宿人にチャレンジしよう』から

子供向け事業のご案内子供向け事業のご案内

４ ５

2005岩宿大学受講生募集2005岩宿大学受講生募集



カタクリ・さくら祭最近の行事から ３月23日～４月５日

岩宿ムラまつり
マンドリンコンサート
桜の茶会／横町太々神楽

６ ７

　３月23日から４月５日にかけて，カタクリさくらまつりが岩宿の里で開催されました。毎年この

時期になると，岩宿遺跡の所在する稲荷山のカタクリ群生地と鹿の川沼堰堤の桜並木に咲き誇る花を

愛でに大勢の人々が来ます。町の誇る観光資源を生かし資料館を活用するため関係各機関をはじめと

する地元の大勢の皆さんの多大なご協力のもと行われています。

　ここでは今年のカタクリさくらまつり期間中に行われたイベントを紹介します。館内で行われた友

の会主催の岩宿ムラまつり，マンドリンコンサート，桜の茶会，横町代々神楽の上演のようすを紹介

します。ページの都合上，すべてのイベントをここで紹介できないのは残念ですが，今年参加された

人も，参加されなかった人も，今度の春にまた岩宿の里にぜひお越しください。

古代米をつかって餅つきをしています。つき
あがった餅は、その場で振る舞われたほか、
４月３日のお神楽で見学者に配られました。

滑石を磨いて、勾玉づくりをしています。
みんな夢中になってマイ勾玉をつくってい
ました。

友の会石器づくりサークルの皆さんが、石
ヤリづくりを指導しています。みんな上手
にできたかな ？

和敬会の皆さんによる桜の茶会のようすです。
お茶で気分も一服。

横町太々神楽が保存会の皆さんによって、体験
学習室で行われました。ひょっとこの舞に会場
からは笑いと歓声があがりました（表紙へ）。

　日中汗ばむような好天のもと、友の会主催による岩宿ムラまつりが開催されました。石器づくり・ヤリ投げ・勾玉づくり

など資料館ではおなじみの体験学習のほか、古代料理研究会による売店・イノシシ鍋，民俗伝承会による古代米をつかった

餅つきなど楽しいイベントが目白押しでした。まつりには 800人あまりが参加しました。

　４月２日（土）には常設展示室マンモス前を舞台にマンドリンコンサートが、翌３日（日）には資料館ロビーで桜の茶会、

体験学習室では３月 12日まで郷土資料展示として紹介された横町太々神楽の上演がありました。

　開催期間中資料館では企画展示室で総合学習展示『岩宿人になろう』（３ページへ）が、１階ロビーでは陶芸や江戸～明治

時代の雛人形が展示されました。笠懸町周辺では雛人形は旧暦に合わせてこの時期に雛飾りをしていました。

マンドリンクラブ ボニータによるコンサー
ト。ポピュラーな音楽が奏でられました。

岩宿ムラまつり ３月27日（日）

マンドリンコンサート４月２日（土）／桜の茶会・横町太々神楽４月３日（日）

ストーン エッセイ①不定期連載石器が 　れる

① 真横に割れるタイプ ② 表面が先から薄く剥れる
　 タイプ

③ 側面が先から樋状に割れる
　 タイプ

矢じりの壊れ方の３タイプ

シカの角の先で、矢じり
を柄についたまま直す。

岩宿時代について，資料館の活
動について学芸員が語ります。

　石器が壊れるといっても、当館に展示してある
岩宿時代の本当の ｢ 石器 ｣ が壊れてしまうという
話ではなく、お話したいのは、当館で行っている
体験学習の際に使っている石器のことです。
｢カタチあるものはいつか壊れる ｣ということは
よく使われる名言ですが、当館で体験学習の際に
使っている石器もよく壊れます。石器作りのとき
はまだよいのですが、少々困るのは、弓矢体験や
石槍投げで石器を使うときです。以前は弓矢の体
験学習で、矢の先に黒耀石で作った矢じりを着け
ていました。しかし、1回の体験学習で数本が壊れ
るため、その修復は大変なものでしたので、最近
では先に丸いクッションをつけて矢にするように
改良してしまいました。一方、石槍投げでは、篠
竹の先にやはり黒耀石で作った石槍を着けたもの
をわらで作った的めがけて投げています。それら
もやはり 1回の体験学習で 1､2 点が壊れます。
頻繁に壊れる石器をつけた体験学習の道具は、
体験学習がさかんな 5 ･ 6 月の時期には、なかなか
その修理まで手が回らなくなってしまうのも事実
です。修理は、小さく壊れた場合であれば、柄に
ついた矢じりや石槍をそのままシカの角で叩くな
どして直します。しかし、大きく壊れた場合には、
接着剤で貼り付けた部分までを切り取って、新た
に作った石器をつけるしかありません。こうした
修理に使う石器も最近では友の会の石器作りサー
クルの方々の作品をいただくことも多くなり ､多
少楽になりましたが、それでも道具を直すのは手
間がかかるものです。
ところで、遺跡から発見される石器は、そのほと
んどが壊れています。当然のことながら石器は岩
宿時代の人たちの生活で使った道具ですから、そ
の目的にそって使い壊れて打ち捨てられたものや

作るときに壊れてしまったものということになり
ます。大げさにいえば、壊れることで石器の人生
が終わり ､長い年月土の中に眠っていたといえま
しょう。しかしながら ､ 考古学者は遺跡を発掘し
てできてきた壊れた石器をみて、石器の人生がど
の時点で終わっているのかを理解することはなか
なか難しい問題です。それでも、もし作る途中で
壊れたものか、あるいは使っている途中で壊れた
のかが判れば ､その場所で石器を作ったあるいは
使ったのかという当時の人々の行動が特定できま
す。そしてこのことから当時の人々の生活ぶりを
具体的に知ることができるのです。
　話を元に戻しましょう。実は、体験学習で使っ
て壊れた矢じりや石槍にはその壊れ方にいくつか
のタイプがあります。実際に石槍や矢じりが動物
に突き刺さるとどのように壊れるのかという実験
をおこない、それを研究している研究者もいるの
です。その研究によれば、大まかに図に示したよ
うな 3種類の壊れ方があるといわれていますが、
当館で行っている体験学習でもやはり同じように
石器が壊れます。実際に壊れた石器を見て、どの
ようにして壊れたのか、どのタイプの壊れ方であ
ったのか、体験学習が終わると、壊れた石器を館
内に持ち込んでじっくりとながめたりしています。
修復が大変なのはわかっていますが、学芸員の研
究を気取ってゆっくり観察するのも、忙しい体験
学習後の楽しいひと時なのです。それでもやはり、
これをお読みになった皆さんには、研究対象とな
るように石器を壊すのでなく、なるべく壊さない
ように使ってくださいというのが、体験学習の主
催者側として当然の意見なのですが。

（小菅　将夫）
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SSchedule 2005 年４月～９月 催し物

　18 日　国際博物館の日（無料開放）
　21 日　岩宿探検隊『石器づくり』（５ページへ）
　21 日　岩宿探検隊『まが玉づくり』受付開始
　24 日　岩宿大学受講締め切り（当日消印有効）
　29 日　友の会総会・講演会（体験学習室）

５月５月

　１日　夏休み体験学習教室『岩宿人にチャレンジしよう』
受付開始

　３日　岩宿大学第２講『遺跡を発掘調査する』白石浩之氏
（愛知学院大学）（４ページへ）

　９日　岩宿探検隊『アンギン編み』
　17 日　友の会活動日
  18 日　収蔵資料展示『笠懸野にくらした人々』

最終日

　31 日　夏休み子供向け展示『岩宿人のくらしをさぐる』
開催（９月19日まで ４ページへ）

７月７月

　５日　岩宿大学開講式・第１講
『日本考古学を学ぶために』　大塚初重氏（明治大学名誉教授）

（４ページへ）

　11 日　岩宿探検隊『まが玉づくり』（５ページへ）
　18 日　岩宿探検隊『アンギン編み』受付開始
　19 日　友の会活動日
　28 日～ 30日　臨時休館日（館内薫蒸のため）

６月６月

　２日　『カタクリさくらまつりマンドリンコンサート』
演奏：マンドリンクラブ ボニータ（６ページへ 終了しました）

　３日　横町太々神楽／桜の茶会（６ページへ　終了しました）
　17 日　総合学習展示『岩宿人になろう』最終日
　17 日　友の会活動日
　23 日　収蔵資料展示『笠懸野にくらした人々』

開催（７月18日まで、３ページへ）

　30 日　岩宿探検隊『石器づくり』受付開始

４月４月

　５日　夏休み体験学習教室『岩宿人にチャレンジしよう』
日帰りコース（５ページへ）

　６－７日　『岩宿人にチャレンジしよう』泊まりコース

　20 日　岩宿探検隊『土器づくり』受付開始

８月８月

　４日　岩宿大学第３講『考古資料の型式を学ぶ』
土肥孝氏（文化庁）（５ページへ）

　10 日　岩宿探検隊『土器づくり』
　17日　サロンコンサート『なつかしい日本の歌』

（お問い合わせは資料館まで）

９月９月


