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◆岩宿ムラへタイムスリップ！◆
　秋の恒例行事となっている岩宿博物館友の会主催の岩宿ムラ収穫まつ
り。古代のくらし・人とのつながりを感じて、“岩宿ムラ”へタイムス
リップできるおまつりです。今年度は、群馬県の古代東国文化周知事業
や、当館の開館20周年を記念して、イベント盛り沢山！岩宿の里に笑
顔があふれました。
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木材の伐出風景

展示内容
①ヤマをめぐる人々のくらし
　みどり市周辺では人々がどのようにヤマとか

かわりをもって生活してきたかを明らかにしま

す。特に山にかかわる税の問題、村々による入

会山の問題、山稼ぎと呼ばれる生業の問題を中

心に絵図や古文書を中心に展示します。

②林業技術の歴史
　林業技術の発生を立木伐採の方法の変化や使

用した道具の変化から概観し、群馬県下の遺跡

から出土した鋸・鉈
なた

・鎌などを紹介します。

　さらに、材木生産を中心とした林業技術の作

業を江戸時代の絵巻物を通じて概観します。江

戸時代に水沼村（現桐生市）の星野七郎右衛門

が尽力して江戸幕府御用材を伐り出した様子が

描かれている「川浦山御用木御伐出絵図」を展

示し、江戸時代の材木生産の作業工程を紹介し

ます。

　また、明治時代以降になると、材木伐出と製

材加工工程が分化してきます。みどり市内では、

　古来より、人々は山の恵みを享受すべく日々の生活の中で山や森林と接し、樹木や林産物を活用

することで生活をなりたたせてきました。その時々の為政者にとっても重要な関心事であり、森林

は経済・社会の基盤を作るうえでの木材の供給源でした。

　近代化の流れの中、山々から伐り出していた木材は、鉄鋼やコンクリートへ、里山の雑木林から作っ

ていた薪炭は石油や電気・ガスへと移り変わり、人々はいつしか山の恵みから距離を置くようになっ

てしまいました。しかし、環境問題が取り沙汰される昨今では、山の恵みについてもいろいろな観

点から論じられています。

　本展示では、そのような山の恵みと人間とのかかわりの中でも、特に材木生産や炭焼きに焦点を

しぼり、みどり市の林業史を概観します。

第55回企画展

「山の恵みーみどり市の林業史―」
開 催 期 間
開 催 会 場
展示解説会

平成25年2月2日（土）〜3月10日（日）
岩宿博物館　1階　企画展示室
2月2日・9日・23日　各土曜日午後2時から

足尾山地の森林資源の多さを背景に製材業を営

む人も多く、ここでは林業や製材業が盛んだっ

た明治期から昭和 30年代までの林業の盛衰を概

観します。



③山仕事道具
　山仕事で使用する道具を大まかに分類すると、

鋸・鉈・鎌等に分けられますが、鋸だけでも木

を切り出すための杣
そま

用と製材のための木
こ び

挽き用

では用途がちがい、形式も異なっています。こ

のような山仕事で使用する道具の種類や運搬用

具を展示します。

　また、炭焼き作業も材木の伐採では、山仕事で

使用する道具と同様な部分もありますが、炭焼

きを行う際に使用する道具もあります。炭窯で

使用する道具は、炭焼き独自の道具であり、い

ぶり（窯から炭をかき出す道具）や、たてまた（原

木を炭窯に立てこむ道具）などがあります。

　その他、山仕事で使用する鋸を主に制作した

鋸鍛冶の製品を展示します。鋸鍛冶の系譜をみ

ていくと、代々中屋を屋号とする系統のものが多

く、そのなかでも桐生を拠点に活躍した「中屋

半兵衛・熊五郎」の作品や鍛冶道具を展示します。

　

【第1講】テーマ :政治社会史　
2月 10日（日）午後 1時 30分〜　

講師 :手島　仁さん（群馬県立歴史博物館学芸員）

【第2講】テーマ :産業経済史
2 月 17日（日）午後 1時 30分〜　

講師 :宮崎俊弥さん（前橋国際大学客員教授）

【第3講】テーマ :交通史
2 月 24日（日）午後 1時 30分〜　

講師 :萩谷千明さん（みどり市文化財課）

会　　場：岩宿博物館 1階講座室

定　　員：40人（先着順）

受 講 料：一般　2,000 円　
　　　　　友の会会員　1,500 円

　　　　　※単独受講の場合は、各講 1,000 円

申込方法：博物館窓口・お電話にてお申込みください。

④経木・付け木作り
　笠懸町地区では、特に松林の材木を利用して

付け木（マッチの前身）や経
きょうぎ

木の生産が行われ

ていました。また、鹿の川地区は、群馬県にお

ける付け木製造の発祥地のひとつとされていま

した。笠懸地区に残る資料から現在では廃れて

しまった経木・付け木作りについて紹介します。

※展示内容は都合により変更する場合があります。
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登録有形文化財「上神梅駅」

郷土史講座「みどり市の明治・大正・昭和」
受講生募集

　みどり市の近代史を概観します。明治・大正・昭和の時代は、３町村（新田郡笠懸町・山田郡大間々町・

勢多郡東村）が独立した行政自治体で独自の歴史と伝統を築いてきました。いろいろな社会現象からそ

れぞれの自治体の動きと個性を学習し、みどり市の歴史的特徴を探ります。

【第4講】史跡見学会
　　　　　「わたらせ渓谷の鉄道遺産を訪ねて」
3 月 3日（日）午前 8時 30分〜午後 4時頃

※史跡見学会は、1〜 3講通しの受講者を対象と

しています。第2講終了時に申込開始。（定員30人）

※講座受講料とは別に実費がかかります。

木挽鋸
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入口のアーチをくぐると…

むかしの道具を使って古代米の脱穀

みんなで協力　火おこし体験

どうやって作るの？　土器作りの実演

どんな形ができるかな？　まが玉作り

鹿の角で黒耀石を叩き割る　石器作り

岩宿ムラ　開村！

古代米の餅つき

博物館無料開館・解説ツアー

石皿でどんぐりをすりつぶす

古代東国文化周知事業
岩宿博物館20周年記念 岩宿ムラ収穫まつり
　11月 11日（日）、岩宿博物館友の会、群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会、群馬県、みどり市の主催す
る「岩宿ムラ収穫まつり」を、盛大に開催しました。秋の恒例行事として、友の会が中心となって“開村”してきたム
ラまつりでしたが、今年度は群馬県の古代東国文化周知事業のひとつとして、また岩宿博物館の開館 20周年を記念して、
規模を拡大して実施。多くの方々にご協力いただき、様々なイベントを催すことができました。当日は、雨天も心配さ
れましたがなんとか持ちこたえ、3000人を超える多くの方々にご来場いただきました。
　大賑わいとなった「岩宿ムラ」の様子を、ご紹介します。
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笠響太鼓の特別ステージ

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」のフワフワ

古代東国文化の情報発信

古代のイエを復元した岩宿人の広場

ドングリパン生地を竹に巻きつけて焼き上げる！

黒耀石のナイフで鮭の調理実演

的に当てられるかな？　弓矢体験

国際サーカス村協会のパフォーマンス

ガールスカウト　クラフト体験

友の会　PRで大澤県知事を表敬訪問　
（ドングリパンの試食中）

飢饉の際に食べたとされるトコロ…ちょっと苦い？

岩宿の里ふれあい市・みどり市ボランティア協議会の模擬店

まつり PR大使　アンカンミンカン



 石器作りサークル
　石器作りサークルでは、主に北海道の黒耀石を材料に

して石器作りをしています。また、博物館の事業や体験

学習では、石器作りの指導員として協力しています。

　活動は毎月第３日曜日。時間は午前 10時頃から午後

4時頃までです。サークルへの入会金や活動費は無料と

なっていますので、お気楽にご参加ください。

 土器作りサークル
　土器作りサークルは現在会員 20人で、原則として毎

月第３日曜日に活動しています。ひとつの土器を完成さ

せるのに約３か月かかります。

　今年の特徴としては、去年に引き続いて「火炎型土器」

が多く作られました。また、土偶の制作にも挑戦してい

ます。

  古代料理研究会
　今年のはじまりは、群馬地域のNHKの番組出演から

でした。その時にご一緒した向井千秋さんのサインを今

回展示しています。

　また、6月には新潟県小千谷市で笹団子作りの研修を

しました。秋には宮城県栗原市で安政時代の古文書を解

明してお料理を提供しているという話を聞き、食べに行

きました。

  民俗伝承研究会　

　今年は岡登用水の再興について取り上げました。寛文

年間に代官岡上次郎兵衛景能によって開削された岡登用

水は、景能の死後、農業用水としては荒廃していました。

展示では「幕末の再興」「明治の再興」「加水対策」の３

つに分け、それぞれに尽力された方々について写真で紹

介しています。

開館 20 周年記念展示コーナー
　20 年前に制作された開館を知らせるポスターや

1993 年に受賞した通商産業大臣賞ディスプレイ産業大

賞の盾と記念品を展示しているほか、11 月 11 日に開

催された開館 20周年記念岩宿ムラ収穫まつりの様子を

写真で紹介しています。

　私たちは、「日本の曙　岩宿遺跡」を誇りとして

おります。そしてその保存と活用の為の施設である

岩宿博物館の趣旨に賛同し、自らも考古学のロマン

に魅せられ、それを学び合い楽しみ合いながら館の

事業に協力しています。

　私たちは４つのサークルに分かれて活動しており

ます。①石器作りサークル②土器作りサークル③古

代料理研究会④民俗伝承研究会です。そして春と秋

に「岩宿ムラ」を開村し、参加者と古へタイムスリッ

プしております。本年は特にこの岩宿博物館が開館

20周年を迎え、考古学の原点としての施設として、

これからもさらに成長していくための大きな節目の

年となっております。したがって「開館 20周年記

念　岩宿ムラ収穫まつり」と銘打って行う計画でし

たが、途中にさらに群馬県の「古代東国文化周知事

業」が加わり、２つの冠がついて、かつてない大き

な規模で「岩宿ムラ」を開村しました。

　多くの関係機関、団体の皆様方のご協力をいただ

き、幸い天候にも恵まれ 3,000 人以上の参加者を

迎えることができました。この場をかりて改めてご

協力をいただいた皆々様に感謝と御礼を申し上げま

す。

　今後も 20年間で培った技術を生かし、米っこク

ラブや郷土史会などの関連団体とも連携して、博物

館の事業に協力していきたいと考えています。
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　平成 9年度から始まった「友の会展示」は、今回で 16回目になりました。４つあるサークルの活動成果を展示して

いるほか、岩宿博物館の開館20周年記念展示コーナーもあります。展示期間は1月20日までです。ぜひご来場ください。

第 16回友の会展示

「岩宿博物館 20 周年・サークル活動展 2012」開催中

岩宿博物館開館 20周年によせて
友の会会長：田村確也さん

テ
ー
プ
カ
ッ
ト

観覧風景開館20周年記念展示コーナー



　ところで、石壮里博物館がある公州市は、古

代百
くだ ら

済の首都が置かれていたことで有名であり、

武
ぶねいおう

寧王という有名な王の墓も残されています。実

は、群馬県内の綿貫観音山古墳で発見された鏡

は、この武寧王墓で発見された鏡と同じ型から

作られたことがわかっており、古墳時代、大陸

からの渡来人が多くいたとされる群馬県は、公

州市とも深い関係にあったことが知られていま

す。今回結ばれた国際交流協約に基づいて、今

後二つの博物館同士の交流を進めていくことと

なりますが、1500 年前の交流の歴史を踏まえて、

博物館同士の交流を少しずつ、そして末永く深

めていきたいと思います。

　2011 年には、石壮里博物館でアジア旧石器協

会による国際学会が開催されていますが、今後は

協力して、旧石器時代研究の国際交流の輪を広

げていくことができればと思います。また、石

壮里博物館でも、岩宿博物館の「岩宿ムラまつり」

のような旧石器時代のお祭りを開催していると

聞いています。学術的な交流だけではなく、様々

な点でも交流が深まればと期待しています。

（小菅将夫）

　韓国忠清南道公州市にある石壮里（ソクチャ

ンリ）博物館は、石壮里遺跡にある博物館で

す。この石壮里遺跡は韓国で初めて旧石器時代

の遺跡として調査されたことで有名で、韓国の

「岩宿遺跡」にあたります。遺跡では 1964 年か

ら発掘調査が継続して行われ、前期旧石器時代、

中期旧石器時代、後期旧石器時代、中石器時代

それぞれの石器群が発見され、韓国を代表する

旧石器時代の遺跡とされています。石壮里博物

館は、2006 年に建てられた遺跡博物館で、まさ

に岩宿博物館と同じ状況にあるといえましょう。

また、博物館の展示では、先に開館していた岩

宿博物館の展示も参考にしたそうです。

　石壮里博物館が開館したことから、同様な博

物館同士で国際交流をしたらどうかという話は

以前からありましたが、石壮里博物館の来年度

に岩宿遺跡の展示を行いたいという話から交流

が具体化し、まずは国際交流の協約を結んで交

流を深めながら行いましょうという話になった

のです。準備が整って、ようやく 11月 30 日に

「国際文化交流協約書」に調印を行うことができ

ました。みどり市の教育委員会の庁舎で行われ

た調印式には、韓国側６名、日本側 12名が出席

し、博物館を所管している公州市の観光経営事

務所所長とみどり市教育委員会教育長が協約書

に調印を行い、固い握手を交わしました。

韓国石壮里博物館との国際交流始まる
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国際文化交流協約書調印式の様子 岩宿遺跡見学の様子

石壮里遺跡



2013 年1月〜3月 Schedule 催し物

1月

2月

3月
～4日（金）年末年始休館日
13日（日）大人向け体験学習「土器づくり」
	 	 　　（10：00～ 14：00）
20日（日）第16回友の会展示「岩宿博物館20周年・サー
　　　　　　クル活動展2012」最終日
26日（土）岩宿探検隊「土器づくり」
　　　　　　（9：30～ 12：00）

	 2 日（土）第55回企画展
　　　　　「山の恵み-みどり市の林業史-」開始
16日（土）岩宿探検隊「石器づくり」
　　　　　　（10：00～ 12：00）

	 9 日（土）岩宿探検隊「まが玉づくり」
　　　　　　（10：00～ 12：00）
10日（日）第55回企画展最終日
16日（土）みどり市内体験学習作品展「岩宿人になろう」
　　　　　　（～4／ 14）
31日（日）岩宿ムラまつり、カタクリさくらまつり
　　　　　　岩宿探検隊・大人向け体験学習「土器焼き」
	 	 　　（10：00～ 14：00）

★岩宿探検隊は、3週間前の土曜日から電話にて申込みを受
け付けます。（対象：小学校4年生以上）
★3/31の岩宿ムラまつりでは、石器やまが玉づくりのほか、
様々な体験ができます。石器づくりを希望される方は、長
ズボンでお越し下さい。

◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇

voI.67

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

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

〒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/

岩宿信号鹿信号

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分阿左美・岩宿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

みどり市役所笠懸庁舎

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）

至太田・浅草

至前橋・高崎

至高崎 至足利・水戸

至赤城

至桐生・小山

至太田・浅草至中央前橋

至西桐生

阿左
美駅

岩宿駅

50

赤城駅

N

78

344

68

69

352

　 2013 年 1 月 5 日発行（年３回発行）

　　　編集・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28日〜1月4日）

観　覧　料
個　人 団　体

一　般 300円 200円
高校生 200円 100円
小中学生 100円 50円

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。

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

　友の会事務局（岩宿博物館内）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

障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料


