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　4月5日（土）、大澤群馬県知事が岩宿博物館を訪問されました。岩宿博物

館内では、開催中の総合学習の作品を展示した「岩宿人になろう」をご覧に

なりましたが、展示中の土器の作者である児童が自分たちの土器や活動の様

子を紹介してくれました。知事に体験学習で学ぶ楽しさが伝わったようです。

◆大澤群馬県知事が春の岩宿を訪問◆



●平成20年度岩宿博物館の活動方針

10月4日（土）～11月24日（祝）

　みどり市には縄文時代の遺跡がたくさんあります。しかしそ

の中で発掘調査が行われてムラの内容が分かる遺跡は多くあ

りません。笠懸町にある稲荷山遺跡は、市内では最初に縄文

ムラの様子が明らかになった遺跡で、今年発掘調査が行われて

ちょうど30周年を迎えます。遺跡の中心は縄文時代前期（約

6000～4500年前）ですが、そのころは、縄文時代の大きな

変換点に当たると考えられています。この時期になると、中央

に広場があってその周りに竪穴式住居が立ち並び、「縄文ムラ」

が姿を現すようになります。さらに、ムラには、墓地やお祭り

の場などができて、その後長らく続く縄文時代の集落が完成す

る時期といえましょう。この時期にその後の縄文時代の集落や

社会の基礎ができあがり、いわゆる「縄文」の文化や社会が確

立して、その発展につながっていったのです。

　この展示では、発掘30周年を迎える稲荷山遺跡と市内の関

連遺跡出土の土器や石器などを一堂に展示し、また、この時期

の代表的な遺跡の資料も展示して、縄文時代の変革期の重要性

を再認識し、縄文時代について考えたいと思います。

関連事業
①展示解説講座

10月12日（日）　午前10:30～

　　大工原　豊　氏（安中市ふるさと学習館）

②展示解説会

10月4・25日、11月8・15・22日（予定、各土曜日午後2時から）

期間中のその他の行事
①岩宿大学第4講　10月12日（日）　午後１時30分から

　　　　　　　　　『縄文集落─その多様性と研究現状─』　　

講師：石井寛氏（横浜市ふるさと歴史財団）

②岩宿フォーラム／シンポジウム　　11月1・2日(土･日)

③岩宿ムラ収穫祭　　　　11月9日(日)

第第 4646 回企画展回企画展

平成20年度 展示事業
岩宿博物館

館長  三輪　延也

　岩宿遺跡は、日本列島の最古の住民がいまから1万年以

上も昔にさかのぼることをはじめて明らかにした遺跡とし

て、日本はもとより、世界の考古学界においても有名な遺

跡になっています。当館の運営はこのような遺跡の博物館

として、岩宿時代（旧石器時代）の情報を発信する基地と

しての活動に重きをおくとともに、市民の博物館として地

域に根ざした博物館の活動を行っています。平成20年度

はこのことを踏まえ、内容に検討を加え計画を立てており

ます。多くの皆様に活用をお願いする次第です。

　具体的には、岩宿大学や岩宿フォーラムは、岩宿からの

情報発信として岩宿時代文化の普及を目的に開催し、企画

展は「テーマ展示」により最新の情報を示すものとして開

催し、郷土史講座や子ども達を対象とした岩宿探検隊、岩

宿ムラまつりなどは地域の人たちの身近な館として開催し

ます。展示事業では、企画展とともに市内文化財の展示、

博物館友の会の展示を行い、また館内の展示にとどまらず

公共施設での展示を行い、展示活動を館外に拡大して実施

します。講座は、岩宿大学や郷土史講座とともに出張講座

を公民館と連携して取り組みます。また、体験学習は学校

と連携し実施しますが、館の事業では最も主要な事業にな

っています。授業での郷土史の学習は館が担い、石器作り、

土器作りに始まった体験学習は、今では総合学習の取り組

みに進展し、学校と館が共同で授業を運営しています。館

の活用のみならず岩宿時代の普及においても貴重な活動で

すので、これからも積極的に取り組みます。サロンコンサ

ートは館の活用の幅を広げるとともに、歴史に関心を寄せ

る層の拡大に効果的な事業であり、今年度も実施します。

　なお、運営上特筆することに博物館友の会の活動があり

ます。友の会は自主運営が基本ですが、活動を通じて習得

した技術を学校の体験学習や総合学習の指導に反映させて

います。学校や地域と連携した活動に取り組めるのも、友

の会の支援・協力によるところが大きく、館の運営には不

可欠な存在になっています。

　最後になりますが、当館はこれからも岩宿遺跡の博物館

としての内容を充実させるとともに、多くの皆様が親しめ

る事業活動に努めていきますので、よろしくご活用をお願

いいたします。

縄文ムラができるころ

0月4日（土）～11月24日（祝）

─稲荷山遺跡発掘30周年─



2009年1月31日（土）～3月8日（日）

　みどり市内には、191ヶ所の遺跡がありますが、その

中でも縄文時代の遺跡は、その約3分の2にあたる125ヶ

所もあります。みどり市の隅々まで縄文時代の人々の生活

の跡が確認されているといってもよいでしょう。縄文時代

は、岩宿時代と異なって、粘土を焼いて作った土器を利用

するようになった時代で、約1万5千年前から約2200年

前までの1万年以上もの歴史があります。この時代を代表

する縄文土器は、火焔型土器に代表されるように様々な飾

り付けや模様のあるものが世界的にも有名です。みどり市

内の縄文時代遺跡からも多数の縄文土器が発見されており、

そこには縄文時代全体の時期を網羅する内容と典型的とい

える土器も少なくありません。

　今回の展示では、みどり市内から発見された縄文土器の

有品を一堂に展示し、その芸術性に触れながら、地元に残

された縄文時代の遺跡に思いをはせていただきたいと思い

ます。

展示解説会
　1／31、2／14･28（各土曜日午後2時から）

郷土史講座
郷土史講座日程（予定日）

第1講　　2009年2月8日(日)　　　

第2講　　2009年2月22日（日）　

第3講　　2009年3月1日（日）　　

第4講　　2009年3月8日（日）　

講座内容は検討中です

８月３日（日）～９月15日（月・敬老の日）

　岩宿時代の人々はどんなくらしをしていたのでしょうか。

当時の人々が使っていた道具を復原して、その使い方や

人々の生活の様子をわかりやすく展示します。夏休みの自

由研究の参考にも是非ご覧ください。

４月26日（土）～７月21日（月・海の日）

　勢多郡東村・新田郡笠懸町・山田郡大間々町が合併して

誕生したみどり市は，渡良瀬川の豊かな水とあかがね街道

に結ばれ、３万年前からの悠久の人々の歴史が営々と刻ま

れています。この展示では、みどり市内にある様々な文化

財から、新しいみどり市としての歴史を考える第一歩とし

たいと思っています。

12月7日（日）～2009年１月18日（日）

　岩宿博物館友の会には、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るほか、博物館の

各事業にご協力いただいています。展示にはサークル活動

の様子と成果が発表されます。

第47回企画展第47回企画展

みどり市の縄文土器

みどり市の歴史と文化財みどり市の歴史と文化財

夏休み子供向け展示

岩宿人のくらしをさぐる

第12回友の会展示
■　鹿の皮で覆われたイエ　■
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■　天神山3号墳出土鉄剣　■

● ６月28日（土）
バロック音楽の夕べ  ━ヘンデルの作品集━

● ７月19日（土）
心に灯すピアノの音色

● 10月25日（土）
ドイツ歌曲の夕べ

● 11月22日（土）
音楽の四季

サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト 主催：サロンコンサート友の会

阿左美遺跡出土注口土器



　岩宿大学は今年で16年目を迎えます。「岩宿時代」とい

った枠を取り払い、より広く考古学を学びたい方に門戸を

開け4年目を迎えました。そして昨年度は『さまざまな視

点から先史時代をみる』と題して5つの講義で、先史時代

（文字による記述以前）の日本考古学を学んできました。

　今年度の岩宿大学では、『日本先史時代研究の最前線』の

テーマのもとに、①人類学、②岩宿時代、③縄文時代の始

まり、④縄文時代の集落、⑤弥生時代をどのように考える

かといった5つの講義により、先史時代を学んでいきたい

と思います。

受講生募集要項
●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　①通年受講　一般5000円、みどり市内在住の一般3500円、友の会会員2500円

　　　　　　②単独受講　各講義とも1000円（定員を超えた場合は通年受講生が優先となります）

●応募方法　住所・氏名・年齢・職業・電話番号・友の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〔単独受講の場合受講したい講座名を明記〕）をご記入の上、はがき、ファックス、E-メー

ルもしくは博物館窓口にて直接お申し込みください。（電話での受付も行います）

●応募締切　5月28日（水）（はがきによる当日消印有効）

●受講生の決定について　はがきにて通知いたします。

2008

岩宿大学は今年で16年目を迎えます。「岩宿時代」とい

岩宿大学受講生募集
2008年度講義予定
第1講　6月15日（日）

　『人類進化研究の最前線』
　　楢﨑　修一郎　氏（群馬県埋蔵文化財調査事業団）
第2講　7月20日（日）

　『旧石器時代研究の最前線』
　　橋本　勝雄　氏（千葉県立現代産業科学館）
第3講　9月21日（日）

　『縄文草創期再考』
　　谷口　康浩　氏（國學院大學准教授）
第4講　10月12日（日）

　『縄文集落─その多様性と研究現状─』
　　石井　寛　氏（横浜市ふるさと歴史財団）
第5講　12月7日（日）

　『弥生時代研究の最前線』
　　黒沢　浩　氏（南山大学准教授）

応募要項
応募基準
①　応募作品は，岩宿遺跡および岩宿時代・縄文時代に関する自由研究

　　および学習成果であること。

②　応募作品は，公募を行った日の属する年度，および前年度までの研

　　究および発表した成果であること。

③　応募作品は，みどり市および周辺に所在する小・中・高等学校および養

　　護学校に在籍する児童・生徒の自由研究および学習成果であること。

応募方法
①　応募に際しては，個人，グループ（学級単位でも可）の別はありま

　　せんので，応募用紙に必要事項を明記し，作品とともに提出すること。

②　作品の提出は，郵送でも可。

③　応募された作品については，表彰式終了後に学校単位で返却予定。

選考の方法
　応募作品の中から優秀な作品やユニークな作品に対して，文化財・学

校関係者により各賞を選考。

　①高校生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　②中学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　③小学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　全体から　ユニーク研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

作品の応募先および問い合わせ先
　〒379－2311　みどり市笠懸町阿左美1790-1　岩宿博物館内

　みどり市教育部　文化財課

　TEL 0277(76)1933   / FAX 0277(76)1703

応募の締め切り期日
　平成20年９月12日（金）までに事務局に到着したものまで

項 作品の応募先および問い合わせ先

岩宿文化賞学生部門賞のご案内岩宿文化賞学生部門賞のご案内

平成19年度　岩宿文化賞授賞式から　堤　隆 先生と

『岩宿人のくらしをさぐる』
夏休み子供向け展示

を見て、岩宿文化賞もGetしよう！
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6月7日（土）　化石探し
　桐生市梅田町の山中にある古生代の地層から化石をさが

します。2.5億年前のウミユリやフズリナなどを探します。

　時間　9：00～14：00

　定員　30人（岩宿博物館第1駐車場集合）

　受付　5月17日（土）から電話受付

　※　保険料・資料代として200円がかかります。

2008 年度上半期

体験学習事業のご案内
2008年度上半期

体験学習事業のご案内

5月10日（土）　石器づくり
　黒耀石から石ヤリを作ります。岩宿時代の人々は石ヤリ

を使って動物を獲っていました。

　時間　10：00～12：00

　定員　30人（応募者多数の場合は午後にも開催することがあります）

　受付　4月19日（土）から電話受付

7月12日（土）　アンギン編み
　アンギン編みで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

編む技術は国の重要文化財になっています。

　時間　9：30～12：00

　定員　15人

　受付　6月21日（土）から電話受付

大人向け体験学習講座受講生募集（中学生以上の大人向け）

　昨年度まで『岩宿探検隊』の中で、大人向けの体験学習

を実施してきましたが、平成20年度は独立した講座とし

て事業を企画いたしました。なお、この事業は岩宿博物館

友の会の皆さんが中心になって全面協力していただく共催

事業のひとつです。

6月1日（日）　石器作り　黒耀石から石ヤリを作ります。
時　　間　10：00～12：00

定　　員　25人（応募者多数の場合は午後にも開催する

ことがあります）

受　　付　5月11日（日）から電話受付

9月14日（日）　石器作り　黒耀石から石やりを作ります。
時　　間　10：00～12：00

定　　員　25人（応募者多数の場合は午後にも開催する

ことがあります）

受　　付　8月24日（日）から電話受付

化石探し

岩宿探検隊岩宿探検隊 対象　小学4年生以上～

会場　体験学習室他

申し込みお問合せ電話番号　０２７７－７６－１７０１

20082008
1616

昨年の『岩宿人にチャレンジしよう』15から
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8月8日（金）・8月9日（土）・8月10日（日）
平成20年度は日帰りコースのみの実施となります。

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・ヤリ投げ等）

　　　　　石蒸し料理

※雨天により、体験学習の内容が変更になることがあります。

募集要項
定　　員　各日時とも30人（先着順）

応募資格　小学生以上（小学3年生以下は保護者の同伴

　　　　　[参加]が必要になります）

参 加 費　2,000円

応募方法　希望日時・氏名・郵便番号・住所・電話番号・

学校名・学年・保護者名を明記し、はがき・ファックス・

Eメールまたは窓口でお申し込みください。電話での受付

も可能です。　

受　　付　7月1日（火）から受付開始

アンギン編み石器づくり



開村式の様子

　3月30日に、恒例となりましたカタクリさくら祭りの

『岩宿ムラ』が、友の会主催で開かれました。当日は、晴

天で10時に開村式を行いました。開村式には市長があい

さつ、市議会議員の方も参列され、岩宿ムラの開村式に花

を添えていただきました。また、ちびっ子広場に新しい遊

具が設置され、その開場式典も催され、例年よりにぎわい

ました。

　参加者は、博物館入館者も含めて863人を数え、例年

以上の参加者となりました。人気の石器作

りやまが玉作りでは終始多くの子供たちが

体験していました。まが玉作りでは、用意

されていた材料がすべてなくなるほどの大

盛況でした。また、石槍投げや弓矢体験、

いう趣旨でポイントカードを参加者に配

り3つ以上の体験をすると、入館者と同

様イノシシ鍋やお焼きを無料で振舞いま

した。
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最近の行事から

岩宿ムラ祭り開催される
石臼での粉挽き体験なども行われました。火起こし体験も

実施されました。どの体験も、友の会会員が丁寧に指導し

ましたので、わかりやすく、そして楽しく取り組めたよう

です。岩宿探検隊の土鈴・土笛焼き・友の会会員の土器焼

きも行われ、その様子を見ることができました。また例年

通り、入館者にはイノシシ鍋やお焼きが、最後の頃には古

代米の餅が振舞われ、皆さん料理に下鼓を打っていました。

なお、今回は、さまざまな体験を多く経験してもらおうと

人気のまが玉作り

岩宿探検隊の土鈴・
土笛焼き

大澤群馬県知事が岩宿を訪問
カタクリさくら祭り開催中の4月5日（土）、大澤群馬県

知事が「岩宿」を訪問されました。最初に岩宿遺跡を見

学になり、歴史学上の大発見とされる岩宿の意義を再確

認されました。その次に、岩宿博物館へ移動し館内で開

催中の総合学習作品展「岩宿人になろう」を見学されま

した。そこでは、昨年度笠懸東小学校で石器作りや土器

作りなどさまざまな体験学習を経験した児童が案内し、知事に体験学習

のときの様子やその楽しさを直接伝えることができました。その後、知

事は外へ出られて、岩宿人の広場へ向かいました。そこでは、友の会の

石器作りサークルと古代料理研究会の方々が活動中です。石器作りでは、

石の割れ方や黒耀石の切れ味などに驚かれ、会員の話に真剣に聞き入っ

ておられました。また、友の会からは、黒耀石の石槍と縄文土器がプレ

ゼントされました。ちょうどお昼時でしたので、古代料理研究会では、黒米のおにぎりやイノシシ鍋、鹿肉やさんまの

燻製を用意していました。知事を囲み、参加者全員で切り株のイスとテーブルで賑やかに食事を楽しみました。当日は、

のどかで暖かな春の日に恵まれ、知事も岩宿遺跡とその頃の生活を体感し、岩宿の里を堪能されたようです。

弓矢体験も楽しいよ
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　みどり市の組織機構改変で、教育委員会事務局でも課の編成替えがありました。岩宿博物館が所属していたスポーツ

文化振興課が、文化財課とスポーツ振興課に別れ、文化財課は文化財係と博物館(岩宿博物館、大間々博物館、旧花輪小

学校記念館、陶器と良寛の書の館)を担当することになりました。文化財係は以前はみどり市大間々庁舎で事務をしてい

ましたが、4月からは岩宿博物館内に事務所が移りました。

　岩宿博物館は、今までと変わらず開館しています。

　文化財課の仕事の内容と連絡先は下記のとおりです。

　文化財課　文化財係

　　文化財保護行政方針、文化財の指定・保存管理・調査等、

　　埋蔵文化財の発掘調査・保存、文化財保護審議会、岩宿文化賞

所　在　地　　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1

電 話 番 号　　0277-76-1933

F A X 番号　　0277-76-1703

コンビネーション遊具（ちびっ子広場）

マンモスの骨でつくられたイエ（岩宿人の広場）

　岩宿博物館周辺の3つの広場を、日本宝くじ協会の助成により、子どもから大人まで楽しめる公園整備を行い3月に完

成しました。

　この3つの広場は｢岩宿人の広場｣、｢ちびっ子広場」、「芝生広場」で　｢岩宿人の広場｣は、岩宿時代を楽しく体感しな

がら遊べる空間として旧石器時代の家を復原（ジャングルジムとしても楽しめるものに）し、体験学習や各種イベント

に利用できるものです。｢ちびっ子広場」には、オリジナルの大型コンビネーション遊具や幼児向けの遊具を設置し、子

どもたちが楽しく遊べる空間です。「芝生広場」は、熟年層のみなさんが野外健康器具で体を動かしながら楽しく滞在で

きる広場です。

　この整備により、今までよりも学習しながら楽しめる岩宿博物館になりましたので、ご家族やお友達とぜひおいでく

ださい。

周辺辺の3つの広場を、日本宝くじ協会の助成により、子どもから大人まで楽しめる公園整備を行い3月に完辺の3つの広場を

博物館の広場に遊具などを整備

文化財課が岩宿博物館に移転文化財課が岩宿博物館に移転

ぶらさがり健康器具（芝生広場）



Schedule 催し物chedule 2007 年４月～８月2008年４月～８月

◇　　　　　　　　のご案内◇

『Origin』とは，original の名詞形で『起源・源』を意味します。

2008年 ４ 月25日発行（年３回発行）

《開館時間》午前9時30分～午後5時

（入館は午後4時30分まで）

《休館日》毎週月曜日

（祝日と重なる場合は翌日）

年末年始（12月27日～1月5日）
岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Cons i d e r i n g  J a p an ,  whe r e  o u r  h i s t o r y  b egan .

〒379-2311群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1
TEL 0277-76-1701 FAX 0277-76-1703

URL  http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/
E-メール： iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp
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岩宿博物館

編集・発行

みどり市バス《桐原阿左美線》

赤城駅からおよそ12分

ご利用の場合

岩宿駅北口からおよそ７分
《岩宿博物館・カタクリの湯で下車ください》

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分

保健センター信号

19日（土） 岩宿探検隊『石器づくり』受付開始
20日（日） 総合学習等展示『岩宿人になろう』（最終日）
26日（土） 『みどり市の歴史と文化財』開催（7月21日まで）

10日（土） 岩宿探検隊『石器づくり』（10:00～）
11日（日） 大人向け体験学習講座『石器づくり』受付開始
17日（土） 岩宿探検隊『化石探し』受付開始
18日（日） 国際博物館の日（無料入館日）
　　　　　　友の会総会（13：30～　：　体験学習室）
28日（水） 岩宿大学受講締め切り（当日の消印有効）

1日（日） 大人向け体験学習講座
 『石器づくり』（10：00～）
7日（土） 岩宿探検隊『化石探し』（9:00～）
15日（日） 岩宿大学開講式・第1講（13:30～）
 『人類進化研究の最前線』
 楢﨑修一郎氏（群馬県埋蔵文化財調査事業団）

21日（土） 岩宿探検隊『アンギン編み』受付開始
28日（土） サロンコンサート（19:00～）
 バロック音楽の夕べ
 ─ヘンデルの作品集─

1日（火）～3日（木）　臨時休館日（館内燻蒸のため）
4日（金） 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
12日（土） 岩宿探検隊『アンギン編み』（9:30～）
20日（日） 岩宿大学第2講（13:30～）
 『（仮）旧石器時代研究最前線』
 橋本　勝雄　氏（千葉県立現代産業科学館）
21日（月） 『みどり市の歴史と文化財』（最終日）

3日（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15日まで）

8日（金）～10日（日） 夏休み体験学習教室『岩宿人に
チャレンジしよう』

24日（日） 大人向け体験学習講座『石器づくり』受付開始

４月

５月

６月

７月

８月

友の会会員募集友の会会員募集
　『岩宿博物館友の会』は、岩宿時代を学び、考えていく中
で会員相互の知識と同好の人々の親睦を深めていくことを目
的としています。岩宿博物館をもっと知りたい方、岩宿時代
に興味のある方、これ以上の入会資格は問いません。あなた
も友の会に参加しませんか。

友の会会員にはこんな特典があります

　①　入館料が無料となります。

　②　企画展や各種講座のご案内をいち早く，確実にご案内いたします。

　③　各種講座の受講料・史跡見学会参加料が割引となります。

　④　友の会主催の事業に参加できます。

　⑤　博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ～オリジン～』を年３回お届けします。

　⑥　石器づくり・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　クルでの活動ができます。

年会費とお申し込み方法

　●年会費　みどり市在住の方　個人会員1,000円　ファミリー会員2,000円

　　　　　　　みどり市外在住の方　個人会員2,000円　ファミリー会員3,000円

　※　ファミリー会員への刊行物の配布は，１軒に１部とさせていただきます。

　●お申し込み方法

　　　　　　本館に直接お申し込みいただくか，郵便振替をご利用くだ

　　　　　さい。なお，振替用紙は友の会事務局までご請求ください。

お問い合わせ　岩宿博物館友の会事務局

　〒379-2311　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1

　℡　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703

　Ｅ-メール　iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp


