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◆群馬デスティネーションキャンペーン本番！◆
　大型観光キャンペーン「群馬ＤＣ」が、今年7月から9月に本番を迎えます。

昨年から準備してきた「岩宿の里古代料理レストラン」は、オフ期間も季節に

あわせたメニューで開催し、多くのお客様に参加していただきました。

　岩宿時代発祥の地で、古代へタイムスリップしてみませんか？ここでしかで

きない体験とおもてなしでお待ちしております。

番外編：ドングリパンを、特製囲炉裏で焼き上げる

②ホウの葉で肉や野菜を包み、石蒸し料理の下ごしらえ

③熱した石の上に②を並べ、土をかけて蒸し焼きに！

①黒耀石のナイフで肉を切ってみよう



『岩宿時代の東西交流』

『醸造の文化史
　～みどり市の酒・醤油～』

第52回企画展

第53回企画展

　醸造業は、前工業化時代の日本においては、

農業を除くと主要な産業のひとつでした。あか

がね街道が南北に貫くみどり市においても、明

治７年の記録には、大間々町で清酒造り６軒・

醤油造り３軒が営業していたとあります。現在

でもその内、清酒２軒、醤油１軒が営業を続け

ています。この企画展では、こうしたみどり

市の醸造業の展開を中心に醸造の歴史や伝統技

術、民俗に触れてみます。

展示解説会　１月28日、２月11・25日

（各土曜日午後２時～）

　約２万年前の岩宿Ⅱ石器文化は関西地方の影

響を受けていると考えられていますが、その石

器は関東地方に根ざして変化したものです。群

馬県内の上白井西伊熊遺跡では、関西地方の石

器作りの代名詞ともいえる「瀬戸内技法」の実

態そのものの資料が発見され、多くの研究者を

驚かせました。東日本での「瀬戸内技法」とそ

の伝播の様子を具体的に見ながら、今から２万

年前の岩宿遺跡に暮らした人々の文化の起源

と、岩宿時代文化の東西の交流を探ります。

展示解説講座　10月23日（日）（午前10時30分〜）

　＊岩宿大学と同日開催

展示解説会　10月1・15日、11月12・19日

（各土曜日午後２時～）

『岩宿時代の東西交流』

『醸造の文化史
　～みどり市の酒・醤油～』

10月1日（土）〜11月23日（水・祝）

2012 年
1月28日（土）〜 3月4日（日）

岩宿博物館　　　　　　
館長　小菅　将夫

　まず、この度の大震災で犠牲となりました方々に

哀悼の意を表しますとともに、被災されました皆様

に心よりお見舞い申し上げます。当館でも 3月 27

日に予定しておりましたカタクリさくら祭りの岩宿

ムラを中止し、計画停電等では臨時休館の措置をと

りました。ご来場 ･ご来館を予定されておりました

方々や関係者には、ご迷惑をおかけいたしました。

博物館事業については、未曾有の大災害のあとでは

ありますが、復興への歩みを後押しするためにも、

多少の変更等があっても着実に事業を実施していく

ことが重要だと考えています。本年度の特色ある事

業では、昨年その前哨戦として取り組みました「群

馬デスティネーションキャンペーン」で、その本番

を迎えることです。震災の影響も予想されますが、

計画通りに進めたいと思っています。

　ところで、博物館の主催事業の中心となるのは職

員です。本年度は人事異動にて清水副館長を迎える

ことができました。彼は昨年、ジョウモウクジラの

発見で有名になったのでご存知の方も多いかもしれ

ません。今後徐々に学芸員としても活躍してもらう

つもりでおりますので、ご期待願います。新加入の

職員に触発されたかどうかはわかりませんが、文書

が専門の今村学芸員が古文書講座を新たにはじめる

こととなりました。その意味で、岩宿時代だけでは

なく、多彩な活動が少しずつ始まる予感もいたしま

す。それ以外の博物館事業については、ほぼ例年通

り開催していきたいと考えております。詳しくはこ

のオリジンや年間スケジュールチラシをご覧頂き、

ぜひそれらの事業に積極的にご参加いただきたいと

思います。さらに、本年も学校関係の受入れの体験

学習の予定が多数入っており、これらもこれまでど

おりに対応したいと考えております。

　最後となりましたが、当博物館が職員数からは想

像できないような多くの事業を展開できるのは、友

の会や古代米の会をはじめとした多くの方々のご協

力があってのことです。日ごろのご協力に感謝いた

しますとともに、今年度の事業へのご協力もお願い

いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ
平成23年度の活動方針
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『みどり市の歴史と文化財』 『サークル活動展2011』

『岩宿人のくらしをさぐる』

　岩宿時代の人々はどのような生活をしていた

のでしょうか。遺跡から出土した石器やこれま

での研究成果から当時のくらしをさぐります。

岩宿時代の環境、石器製作・使用法、衣食住等

をわかりやすく展示します。夏休みの自由研究

のテーマに岩宿人を調べてみましょう。その成

果を岩宿文化賞に発表しよう。体験型展示であ

り、石器の使い方や衣服の試着もできます。「岩

宿人検定クイズ」も実施しており、全問正解し

たらすてきなプレゼントがあるかも。

夏休み子ども向け展示

第15回友の会展示

みどり市内体験学習作品展

　みどり市誕生から丸 5年、春季の恒例展示の

『みどり市の歴史と文化財』展も６回目となり

ます。岩宿時代から現代までのみどり市の歴史

を概観するこの企画展は基本的枠組みを継承し

ながら、毎年展示内容を工夫して展示していま

す。岩宿時代の石器、縄文土器や埴輪、古代瓦

や古銭・磁器・陶器などの埋蔵文化財や古文書

や記録などの資料からみどり市の歴史や文化を

紹介します。

　岩宿博物館友の会には、石器作り・土器作り・

古代料理研究・民俗伝承研究の 4つのサークル

があり、自主運営のもと活発に活動しています。

博物館主催の行事にもいろいろな形でご協力を

いただいております。会員の 1年の活動記録の

成果や作品を展示します。

　本年度に市内の小学校・幼稚園・保育園の子

どもたちが体験学習で学んだ記録及び作品を紹

介します。

『みどり市の歴史と文化財』 『サークル活動展2011』

『岩宿人のくらしをさぐる』

4月29日（金・祝）〜 7月18日（月・祝） 12月4日（日）〜 2012月1月15日（日）

2012月3月17日（土）〜 4月15日（日）

7月31日（日）〜 9月19日（月・祝）

春 季 展 示

ロビー展示

　群馬県立歴史博物館主催、県内博物館・資料館

連携展示「上州の戦国時代」の一環で開催します。

サテライト会場（全 11会場）となり、スタンプ

ラリーにも参加できます。

※ロビー展示は、通年随時入れ替えを行い、

ワンポイント展示を実施しています。化石

展示、友の会作品展示、岩宿文化賞学生

部門賞展示等を計画しています。

『みどり市周辺の戦国時代』
7月20日（水）〜9月19日（月・祝）
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化石
を探そう！

岩宿探検隊

岩宿大学２０１１
受講生募集

　テーマ：先史人の豊かな心
　第１講　開講式　６月12日（日）
　『飾る心とその広がり』
　　川崎　　保　氏（遼寧師範大学客座教授）
　第２講　７月10日（日）
　『縄文時代の祭りと石棒』
　　山本　暉久　氏（昭和女子大学教授）
　第３講　９月11日（日）
　『先史時代のカミと土偶』
　　原田　昌幸　氏（文化庁）
　第４講　10月23日（日）
　『縄文人の見た風景
　　―ランドスケープ・アーケオロジーの視点―』
　　大工原　豊　氏（國學院大學講師）
　　＊第52回企画展展示解説講座と同日開催
　第５講　閉講式　12月４日（日）
　『岩宿人の心に迫る』
　　小菅　将夫（岩宿博物館館長）

受講生募集要項
●定員　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
　　　　　　　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

●申込方法
　住所、氏名、年齢、電話番号、友の会会員であ
るかどうか、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〕）をご記入の
上、はがき、ファックス、Ｅメールにてお申し込
みください。博物館窓口、電話での受付も行いま
す。
●応募締切　5月 31日（火）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。

　考古学は、遺物を分析した研究に基づいて
成り立つ学問です。その遺物から読み取るこ
との難しい「心」に焦点を当て、先史人の精
神文化について学びます。

　岩宿大学は、｢質の高い研究の内容

を、誰もが理解できる優しい言葉で

語り、みんなが好きになる考古学を

創りだす ｣ という建学の精神に基づ

き開催しています。テーマにそって

全５講を開講していますが、一つの

講義だけでも受講できます。

　ぐんま県民カレッジ連携講座です。

岩宿大学とは？

黒耀石を加工して石ヤリを作ります。友の会石器
作りサークルのメンバーが中心となって、石器の
作り方を基礎から丁寧に指導します。技術を学ん
だら、子供達に石器作りを教えるボランティア活
動に参加してみませんか。今年も 2 回開催します。

６月 19日（日）　石器作り①
９月 18日（日）　石器作り②

【時　間】午前 10 時～ 12 時
【対　象】中学生以上
【定　員】各 25 人
【申込み】①は 5 月 29 日（日）、
　　　　　②は 8 月 28 日（日）から
　　　　　どちらも午前 9 時から
　　　　　電話受付

大人向け
体験学習講座

石器作り
桐生市梅田町の山中で化石を探します。恐竜よりも古
い、２億５千万年前の古生代の化石を見つけましょう。
運が良ければ三葉虫が発見できるかも！ちょっと山登
りをします。

【日　時】７月 16 日（土）９時～ 14 時
【対　象】小学４年生以上
【参加費】200 円（保険料、資料代）
【定　員】30 人（定員を超えた場合は抽選）
【受　付】６月 25 日（土）
　　　　　午前９時から電話受付

岩宿大学とは？
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　農業体験学習

『岩宿の里米っこクラブ』―岩宿の里で古代米をつくろう―

岩宿人にチャレンジしよう！

　機械のない時代、昔の人はどのように農作業をしていた

のでしょうか？昔ながらの方法で農業体験をしてみません

か。定番となっている古代米（黒米と赤米の 2 種類）の他に、

今年はサトイモの栽培にもチャレンジします。みんなで育

てた作物は、収穫をしたら、おいしくいただきましょう。

【開催日と内容】

※天候や作物の生育状況により変更となることがあります

●第１回　４月 30 日（土）　古代米種まき

●第２回　５月７日（土）　サトイモの種植え

●第３回　６月４日（土）　古代米田植え

●第４回　７月 30 日（土）　古代米水田の雑草とり、かかし作り

●第５回　10月８日（土）　稲刈り、はぜ掛け

●第６回　10 月 22 日（土）　古代米脱穀・サトイモの収穫

●第７回　11月13日（日）　古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）

●第８回　12 月 10 日（土）　収穫物を食べよう、しめ縄作り

【対　象】　小学校４年生以上（３年生以下は保護者同伴参加）

【参加費】　1,500 円（全回通し、保険料や材料代、資料代を含みます）

【申込み】　途中からでも参加できます。博物館までお電話ください。

【会　場】　岩宿の里　古代の里公園

※田植えと稲刈りのみの参加も受け付けます。
　博物館までお問い合わせください。

　何万年も昔に活躍した「岩宿人」になって、ど

んな暮らしをしていたのか体験してみませんか？

　岩宿人はどんな道具を作り、使い、どんな料理

を食べていたのでしょうか。ぜひ参加して確かめ

てみてください。宿泊コースは、展示室のマンモ

スと一緒に寝るという特典付きです。

【主な内容】石器を作る（石ヤリ、石のナイフ）

　　　　　　石器を使う（ヤリを投げる、ナイフで肉を切る等）

　　　　　　石蒸し料理を作る・食べる

※雨天の場合は、内容が変更になることがあります。

【対　象】小学生以上（3 年生以下は保護者同伴参加）

【参加費】日帰りコース 2,000 円、宿泊コース 3,000 円

【定　員】各 30 名（定員を超えた場合は先着順）

【申込み】７月１日（金）午前９時から受付。希望

コース、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 メールまたは博物館窓口でお申し込みください。

電話受付もいたします。

８月５日（金）日帰りコース
８月６日（土）〜７日（日）宿泊コース（1泊 2日）

2011 年度上半期

体験学習のご案内
2011 年度上半期

体験学習のご案内
2011 年度上半期

体験学習のご案内

1 列に並んで苗を植えます

寝床づくり。夢で岩宿人に会えるかな？

弓矢体験の様子
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●９月 10日（土）19時開演

『笠懸野合唱団セプテンバーコンサート』

入場無料。整理券を配布いたしますの

で、博物館までお問い合わせください。

● 10月 29日（土）19時開演

『グリーンスリーブス、愛しき人』

演奏者：石原理恵（Vo）、立野政幸（Lu・

Gui）、柏葉敦子（Par）ほか

入場料：2,000 円

　１月 16日、ボランティア養成講座を兼ね
た土器作り体験講座を、博物館から飛び出し
て、笠懸公民館にて開催しました。今まで博
物館に足を運んだことのなかった方も多く参
加してくださり、博物館や考古学に興味を持
っていただける良いきっかけになりました。
　当日は、友の会土器作りサークルのメンバ
ーが丁寧に指導し、思い思いの土器を作り上
げました。約２ヶ月間乾燥させ、３月 27日
に野焼きをして完成させました。

大人向け体験学習講座 土器作り体験

郷土史講座　史跡めぐり
　「みどり市およびその周辺の中世史」とい
うテーマで郷土史講座を開催しました。みど
り市の中世といえば、新田氏及び新田荘とい
うことで、史跡見学会は、３月６日（日曜日）
に、国指定史跡新田荘遺跡の全 11箇所を見
学しました。当日は予約していたバスの不具
合で、急遽ワゴン車３台に参加者 20名が分
乗しての見学会となりました。

サロンコンサートご案内 岩宿の里古代料理レストラン
◇日時◇６月５日、７月３・17・24・31日、８月14・21・

28日、９月４・11・18・25日（各日曜日１１：００～）

◇メニュー◇

石蒸し料理、イノシシ鍋、鮭の燻製、古代米のおにぎ

り、えごまのおひたし、スイーツ、ドングリコーヒー

◇参加費◇（観覧料込み）

一般：２,５００円、高校生：２,４００円、小中学生：２,３５０円

◇申し込み◇

参加日の３日前（木曜日）までに電話にてお申し込みください。

最近の行事から

生品神社をお参りしました。

大人向け体験学習講座 土器作り体験

郷土史講座　史跡めぐり

最近の行事から
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　岩宿博物館は、旧石器時代の遺跡である岩宿遺跡を紹

介して岩宿時代を専門領域とする歴史系（考古学）博物

館です。そのコンセプトに沿って、博物館活動を展開し

ています。その活動の中心には秋の岩宿時代を扱った企

画展、岩宿大学、岩宿フォーラムといった学術的色彩

（専門性）が強く滲みでているものがあります。体験学

習においても、黒耀石を使用した石器作りや石蒸し料理

の提供等は、当館の個性が滲みでている事業です。

　当館は、「岩宿時代の情報を発信すること」という使

命がありますが、それともう一つ岩宿時代という枠を飛

び越えた「地域に根ざした博物館活動を行う」ことが

あります。学校と連携した総合学習（体験学習）や郷

土史関連の企画展や体験学習です。「岩宿の里米っこ

クラブ」では、農業体験を通してさまざまな経験を子ど

もたちに提供しています。郷土史講座では、考古学に限

定しない広い時代の中で毎年テーマを決めて実施してい

ます。平成21年度は近世（江戸時代）のみどり市を扱

い、22年度は中世のみどり市を取り上げました。今年

は、古墳時代を取り上げます（下の日程参照）。「古墳

時代みどり市周辺の地域社会」というテーマで考古学・

文献史学の両方から地域社会の実相を概観してみます。

　平成22年度の冬の企画展は「みどり市ゆかりの考古

学者―個性が発揮された調査―」を開催しました。この

展示は平成20年度に実施した同タイトルの郷土史講座

の内容を土台とした企画展でした。

　さて、今年の冬の企画展は、『醸造の文化史～みどり

市の酒・醤油～』のテーマで検討しています。あかがね

街道の継場として繁盛した大間々町には、江戸後期から

明治初期にかけて、醸造業が発展していました。現在で

も銘酒「赤城山」の近藤酒造、銘酒「福栄」「起龍」の

奥村酒造、「日本一」醤油の岡直三郎商店の３軒が営業

を続けています。これらの家には、江戸時代からの古文

書資料も残されており、歴史をたどることができます。

この３軒の醸造家の資料から醸造の歴史、伝統技術・民

俗などに触れる企画展を開催したいと思っています。

　展示資料には、近世文書も展示します。しかし、博物

館に勤務する者にとっては、共通認識ともいえる「文書

の展示は難しい」という難問も待ち受けています。まし

てや日頃石器に関心のある人が多い当館ではなおさらの

こと。「日頃古文書に親しむ機会のない人たちに、古

文書のおもしろさをわかってもらいたい！」という気持

ち。

　ということで、今年度、新規に初心者のための「古文

書入門」講座を開催することにしました。日程は下記の

通りです。「これを機会にぜひ古文書をぜひ読んでみよ

うか。江戸時代の歴史を勉強しようか」という人は声を

かけてください。

（今村　和昭）
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郷土史講座
「古墳時代みどり市周辺の地域社会」
　○第１回 2012 年２月５日（日）
　　「群馬県地域における古墳文化の特性」
　　　講師　加 部 二 生 先生

　○第２回 2012 年２月 19日（日）
　　「汝祖等、渡蒼海
　　 －『日本書紀』から上毛野君の実像を考える－」
　　　講師　小野里 了一 先生

　○第３回 2012 年２月 26日（日）
　　「古墳時代のムラとその成り立ち」
　　　講師　坂 口 　 一 先生

　○第４回 2012 年３月４日（日）
　　　史跡見学会

古文書入門講座

○第１回 2012 年１月31日（火）

○第２回 2012 年２月７日（火）

○第３回 2012 年２月14日（火）

○第４回 2012 年２月21日（火）

○第５回 2012 年２月28日（火）

○第６回 2012 年３月６日（火）

○第７回 2012 年３月13日（火）

　（各午後７時から）

ストーンエッセイ⑮

文字のある世界への誘い



《開館時間》午前 9時 30分～午後 5時

《休館日》

（入館は午後4時30分まで）

毎週月曜日

（祝日と重なる場合は翌日）

年末年始（12月28日～1月4日）

みどり市役所笠懸庁舎
岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分阿左美・岩宿信号

岩宿信号鹿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

至赤城

至太田・浅草

至中央前橋 至太田・浅草

至西桐生

岩宿博物館

電話でバス
（予約制 0277-72-0011）
赤城駅からおよそ 12分
岩宿駅北口からおよそ７分
《カタクリの湯で下車ください》

観 覧 料

Schedule 2011 年４月～８月 催し物

17日（日）「岩宿人になろう」展示終了
29日（金・祝）春季展示「みどり市の歴史と文化財」開始
30日（土）岩宿の里米っこクラブ「古代米種まき」（10：00～）

　7日（土）岩宿の里米っこクラブ「サトイモの種植え」
18日（水）「国際博物館の日」無料開館日

　4日（土）岩宿の里米っこクラブ「古代米田植え」
　5日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
12日（日）岩宿大学第１講
　　　　　　　　　「飾る心とその広がり」（13:30 ～）
19日（日）大人の体験講座「石器作り①」（10:00 ～）

４月

５月

６月

友の会会員募集

岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Considering japan, where our history began

〒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
E- メール :  iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp
URL http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

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

2011 年 ４ 月 30 日発行（年３回発行）

　　　編集・発行

vol．62

◇　　　　　　　　　のご案内◇

友の会会員にはこんな特典があります
　①　岩宿博物館の観覧料が無料になります。
　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・一部企画展図録が
　　　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　石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー
　　　クル活動に参加できます。
　※入会手続きが完了した方には、会員証を送付いたします。

　　特典を受けるには、会員証の提示が必要となる場合があります。
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世帯に１部とさせ
　　　ていただきます。
　●お申し込み方法
　　博物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（岩宿博物館内）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

　『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との親睦を深めていくこと、
そして博物館の活動への支援を目的としています。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。

　3日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
10日（日）岩宿大学第2講「縄文時代の祭りと石棒」（13:30 ～）
16日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」（9:00～）
17日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
18日（月・祝）「みどり市の歴史と文化財」展示終了
24日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
30日（土）岩宿の里米っこクラブ
　　　　　「古代米水田の雑草とり・かかし作り」
31日（日）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」開始（～9月 19日）
　　　　　 岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）

　5日（金）夏休み体験学習「岩宿人にチャレンジしよう」日帰りコース
　6日（土）～7日（日）「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース
14日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
21日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）
28日（日）岩宿の里古代料理レストラン（11:00 ～）

８月

７月


