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◆米っこクラブ1年間の行事が終わりました◆
　毎年行っている米っこクラブの1年間の行事が平成27年 12月 5日に「し

め縄作り、古代米のもちつき」を行い終了しました。4月から 12月まで、種

まきや古代米収穫などの農作業体験、またそれにまつわる民俗的な行事を行っ

てきました。今回は10月から 11月の行事予定日が悪天候になることが多く、

予定通りの体験ができないなど天気に左右されることもありましたが、おいし

い古代米や里芋を収穫することが出来ました。来年は良い天気に恵まれますよ

うに。

米っこクラブ「もちつき」
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①関東管領上杉氏と守護代長尾氏の城

　享徳の乱が始まると、上杉房顕は平井

城に入って、上野国守護と関東管領とな

りました。また、上杉家の家宰職で上野

守護代の長尾家も白井城を築城し、群馬

では関東管領と守護代による統治が進ん

でいきました。また、群馬の政治の中心

であった上野国府の地割を利用した蒼海

城は、守護代の総社長尾氏によって改修

され、その居城となりました。

②戦国武士たちの城

　15 世紀後半になると、由良氏によっ

て金山城が、赤井氏によって館林城が、

長野氏によって箕輪城や厩橋城が築城さ

れました。この時期の相次ぐ築城はそれ

らの武士たちが勢力を増していったこと

の表れと考えられます。事実、由良氏は

下剋上で主君である岩松氏にとって代わ

り、長野氏はさかんに蒼海城の長尾氏を

攻めていました。そのほかにも、大胡氏

の大胡城など多数の城館がこの時期に作

られましたが、群馬の戦国武士たちは、

自然の要害を利用しながら、各地に堅固

な城館を築きました。

第61回企画展

開催期間

開催会場

関連行事

　関東地方の戦国時代は、応仁の乱ではなく 1454 年から始まる「享徳の乱」から 1590 年の豊臣秀
吉による天下統一までとされています。当初は、鎌倉公方と関東管領を中心とする争いでしたが、その
後、地元の戦国武士たちは勢力を増し、自らの居城を築くようになりました。最後には、上杉謙信や武
田信玄、後北条氏など、東国を代表する戦国大名が群馬に登場し、さかんに領地を奪い合う、まさに戦
乱の地域となっていきました。
　戦乱の時代が続いた県内には、大規模なものから小規模なものまで多数の城館が残されましたが、今
回の展示ではその代表的な城館を取り上げ、その出土資料から群馬の戦国時代を見ていきます。

『考古学から見た群馬の戦国時代』『考古学から見た群馬の戦国時代』

　空から見た平井城
写真提供：藤岡市教育委員会

　空から見た箕輪城
写真提供：高崎市教育委員会

平成 28年１月30日（土）〜 ３月13日（日）平成 28年１月30日（土）〜 ３月13日（日）
岩宿博物館　1階　企画展示室岩宿博物館　1階　企画展示室

展示解説会　1／30,2／6・2／20,3／12 （各土曜日午後2時〜）展示解説会　1／30,2／6・2／20,3／12 （各土曜日午後2時〜）
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③上杉・武田・北条氏の侵攻と城郭

　戦国時代の群馬では、長野氏や由良氏といった戦国武士の台頭はあったものの、強大な勢

力をもつ戦国大名は生まれませんでした。1552（天文 21）年以降、後北条氏が平井城を攻

略し上杉憲政を越後に追った頃から、群馬は、後北条、武田、上杉という東国を代表する戦

国大名によってさかんに侵攻される地域となりました。1560（永禄 3）年、越後に追われた

関東管領を奉じて長尾景虎（のちの上杉謙信）が越山し、瞬く間に群馬全体を支配下に置き

ました。しかしその後、西からは武田信玄が、南からは後北条氏がというように、3氏によ

る激しい戦乱が続いていました。そのため、群馬には急峻な山岳地形を巧みに利用した岩櫃

城や松井田城などの山城が築城されました。戦国時代の終焉は豊臣秀吉による小田原征伐で

すが、その契機となったのがみなかみ町の名胡桃城です。

　なお、群馬の城館は、天下統一によって戦乱がなくなると、江戸時代初期にはその多くが

役目を終えて廃城となりました。

　今回の郷土史講座は、群馬県とみどり市の戦国時代を取り上げます。第61回企画展
と連動した特別講座として、全5講で開催します。みどり市や群馬の戦国時代の講義
を聴き、最後にまとめ学習として史跡見学会を予定しています。

受講生募集要項
講　義
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：1 月 30 日までに博物館窓口・お電話にてお申込みください。

史跡見学会
定　　　員：30 人（先着順）※ 講義受講料とは別に実費（昼食代・入場料など）がかかります。
対　　　象：１～４講通しの受講申込者（第 2 講終了時に受付開始）

郷土史講座　『群馬の戦国時代』

第 ₁講　1月31日（日）13：30～
　　　　「群馬の戦国時代」　　　　　　　　　　　　　　　講師：久保田順一氏（群馬県文化財保護審議委員）

第 ₂講　2月7日（日）13：30～
　　　　「天下統一の契機となった名胡桃城の調査と整備」　講師：三宅敦気氏（みなかみ町教育委員会）

第 ₃講　2月14日（日）13：30～
　　　　「群馬西部を代表する戦国城郭　箕輪城」　　　　　講師：秋本太郎氏（高崎市教育委員会）

第 ₄講　2月28日（日）13：30～
　　　　「東毛とみどり市の戦国時代」　　　　　　　　　　講師：みどり市教育委員会文化財課職員

第 ₅講　3月6日（日）　8：30～（予定）
　　　　史跡見学会　『群馬の戦国時代の遺跡を訪ねて』　　案内：本館学芸員他
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｢ 岩宿ムラ収穫まつり ｣
　平成 27 年 11 月 8 日（日）に岩宿ムラ収穫ま

つりが開催されました。当日は朝からあいにくの

雨で、残念ながら中止になった体験もありました。

晴れの日であればお祭りを岩宿人の広場ですべて

行いますが、石器作りや火起こし体験は少し離れ

たふれあい学習館で行いました。

　次回は、平成 28年 3月 27日（日）に「岩宿ム

ラまつり」が開催されますので、みなさんぜひお

越しください。お楽しみに！

　石器作りサークルは、1995 年 6 月に発足し 20 年を経

過いたしました。この 20 年間、毎月第 3 日曜日を定例の

活動日として石器作りをし、石器の石材探査ツアー、北海

道へ黒耀石原産地ツアー、石器の勉強会など様々な活動を

行ってきました。

　今回は、サークルの方が作製した石器や鏃の他に、石器

の接合資料も展示しております。

石器作りサークル
　土器作りサークルは 20 人で活動しています。粘土を練

る、土器の作製、自然乾燥、野焼きの順番で土器ができあ

がります。1 つの土器ができあがるまで 3 ヶ月はかかるの

で、1 人が 1 年間に作製できる土器は 4 つです。実物を

借用することはなかなかできないため、写真や図面を見な

がら、縄文時代の土器や土偶を主に作製しています。

土器作りサークル

　色々な料理に挑戦してきた古代料理研究会ですが、その

中で一番苦労してきたことは栃の灰汁抜きです。10 年間

栃の研究をし、やっと栃餅を作ることができましたので、

今回は栃餅の作り方をパネルにて紹介しています。

　また、栃餅を作りたい方は 1 月・2 月の木曜日に活動し

ていますので、岩宿博物館までお問い合わせください。餅

になるまで最低 2 回の出席が必要です。（日によっては別

の活動をしていることもあります。）お待ちしています。

古代料理研究会

　古文書の会は、平成 24 年に開催された岩宿博物館主催の「古文書入門講座」より、受講者有志が自習会の形で同年 9 月

に立ち上げ、今年度より友の会の仲間入りをしました。現在、会員は 16 人です。

　古文書は、地域の歴史・文化の証拠となるもので、古文書の解読を通じ、郷土に関する歴史・地域文化の時代の流れを知

ることができます。

　今回は大間々の醸造業に関する古文書について解読したものの紹介や、史跡探訪の様子を展示しています。

古文書の会

　今回は平成 26 年に注目した、笠懸町内の神社の幟旗を

さらに詳しく調べました。

　1 年前は幟旗の詳しい情報がわからなかったのですが、

各幟旗にはなにが書かれているのか、誰が文字を書いたの

かなど、この 1 年間で得た確かな情報を紹介しています。

平成 26 年まで実際に掲げられていた百品神社の幟旗も展

示しております。

民俗伝承研究会

第 19回友の会展示 「サークル活動展２０１5」
　今年で 19 回目となる友の会展示が、1 階企画展示室で開催しております。今年度より「古
文書の会」が友の会サークルの仲間入りをしました。各サークルの展示の他に、ひすいの展
示も行っています。各サークルの活気に満ち溢れた展示内容を紹介いたします。

鮭解体の様子

のぼりばた
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『岩宿の里米っこクラブ』 2015 活動日記

　岩宿の里米っこクラブでは１２月５日に閉校式を行い、今年度の全日程が終
了しました。たくさんの方々にご参加いただき、ありがとうございました。
　ここで、一年間の活動の様子をご紹介します。

　4／₂₅　古代米の種まき
　　　　　ちゃんと育ちますように。

　7／₁₈　かかし作り
　　　　　可愛いかかしのできあがり。

　₁₁／₁₄　サトイモの収穫
　　　　　よっこらしょ！今年も豊作でした。

　5／₃₀　古代米の田植え
　　　　　泥だらけになりながら頑張りました！

　₁₀／3　古代米の稲刈り・はぜ掛け
　　　　　鎌も使えるようになったよ。

　₁₂／5　しめ縄飾り・餅つき
　　　　　ぼくにもできるかな？
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大人向け石器作り体験
　10 月 18 日（日）、奈良県にある香

芝市二上山博物館の佐藤良二さんを講

師にお招きし、サヌカイトを使った石

器作りに挑戦しました。定員を超える

17 人から応募があり、石器作りサー

クルの会員や見学だけの人を含めて、

実に 28 人が集まりました。宮城県や

静岡県など県外からの参加者も多く、

反響の大きかったことがわかります。

　当日は、まず佐藤さんにサヌカイトを使った石器作りのお手本を見せていただきました。佐藤さんの

手元をみつめる皆さんの眼差しは、まさに真剣そのもの。少しでも技術を盗もうという熱意がひしひし

と伝わってきました。

　次にいよいよ石器作りです。黒耀石の石器作りに慣れているサークル会員の方々も最初は少し戸惑っ

ているようでしたが、いつもと違う感触を確かめながら、石器作りを楽しんでいる様子でした。最後は「二

上山に行ってサヌカイトを見つけたい」といった意見も聞かれ、今回の石器作りはいつも以上に盛り上

がりを見せていました。

　今年も夏を中心に古代料理レスト
ランが開催されました。古代料理レ
ストランは、平成 22年に群馬県で
行われた「プレ・ディスティネーショ
ン・キャンペーン」のひとつとして
始まった企画で、今年で 6年目に
なります。
　古代料理レストランでは、8つの
料理を堪能できるだけでなく、石蒸
し料理に使われるお肉を、お客様が
石器を使って実際に肉切りをする体
験ができます。また、どんぐりの粉
を混ぜたパン生地を、竹に巻き付け
直火でこんがり焼く、どんぐりパン
作りを体験していただける体験型レ
ストランです。その他、エプロン替わりの貫頭衣（当時着ていたであろう衣服）に着替えて頂くと、
まるで岩宿時代にタイムスリップしたような気分が味わえます。
　普段なかなかすることのできない体験をたくさん経験することができます。みなさんもタイムスリッ
プしてみませんか。皆様のお越しをお待ちしております。

石器で肉を切る

石器作りの技に見入る参加者たち

古代料理レストラン

• 参加費（観覧料込）：一　般：3,500 円、高校生：3,400 円、小中学生：3,350 円、
　　　　　　　　　　　幼児メニュー：500 円（おにぎり 2 つ、イノシシ汁）
• お申込み：参加希望日の 3 日前までに岩宿博物館へお申し込みください。※ 開催日程はお問い合わせください。
• 定　　員：40 名（10 名以上で開催）
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　岩宿時代の遺跡から発見されるのは、唯一石
器のみといってよいでしょう。従いまして、岩
宿博物館では展示の中心は石器であり、体験学
習でも石器作りが重要なメニューとなっていま
す。縄文土器作りやまが玉作りといった体験学
習は、多くの博物館や埋蔵文化財センターなど
で盛んに行われる鉄板メニューですが、石器作
りの体験学習は、全国的な状況からすると実施
している博物館は数館しかない特異な内容とい
えるでしょう。
　ところが、最近研究者が自ら石器を作り、そ
の製作実験にもと
づいた研究が行わ
れ始めています。
この背景には海外、
特に旧石器時代研
究の本場であるフ
ランスから研究方
法が導入されたこ
ともあって、石器
作りの実験が研究
の重要な一分野に
なりつつあるよう
です。こうした状
況から、今年の岩
宿フォーラム／シ
ンポジウムでは石器作りをテーマとして取り上
げることとなりました。
　シンポジウムは10月31日、11月1日の2日間
に行いましたが、第1日目は午後から始まって
最初に講演会を行い、その後研究者が4つの会
場に分かれて石器作りの実演を行いました。実
演では、石器作りの腕もよく、若手の研究者と
して実力をつけてきた2人の研究者が各1会場、
石刃技法と瀬戸内技法という有名な石器作りの
技術を新潟から参加した2人の研究者が行う会
場、さらに講演を行った重鎮の研究者を中心に
石やりを作る会場というように、同時に石器作
りの実演が進行していきました。実演する研究
者が多かったことと、石器作りの実演にはある
程度時間が必要なこともあり、同時並行で行う

という実施方法にしました。しかし、参加者は
すべての会場の石器作りを見たいと思っていた
ことでしょう。後から見たい部分を見逃してし
まったという感想も寄せられています。どの会
場も予定していた約2時間では足らないとばか
りに、暗くなる5時近くまで熱のこもった実演
が続いていました。
　第2日目は、午前中は研究者の発表を行い、
午後はディスカッションを行いました。パネル
ディスカッションでは、司会が割って入るのに
苦労するほど議論が白熱し、内容の濃い討論が

できたと考えてい
ます。
　海外では石器作
りに関する集まり
やシンポジウム
があるようです
が、日本では石器
作りがマイナーな
ためか、これまで
あまり多く行われ
てはいませんでし
た。さらに実演を
織り交ぜて行った
のは初めての試み
であったと思いま

す。こういったこともあり、参加者は通常の
岩宿フォーラムよりも多く、北関東の研究者で
あるスタッフの岩宿フォーラム実行委員を含め
れば100人以上にのぼっていました。北は北
海道、南は京都というように全国各地から、研
究者だけではなく石器作りに興味がある一般の
方も集まっていたのです。お陰様で楽しく大変
盛り上がったシンポジウムを開催することがで
きました。実演者や発表者、実行委員の皆様、
石器作りの材料をお送り頂いた方などの協力な
くしては、今回のシンポジウムは成功しなかっ
たと思っています。ここに感謝申し上げますと
ともに、こうした企画を今後も実施してほしい
という頼もしい意見をいただいたことも報告し
ておきたいと思います。　　　　　（小菅将夫）

ストーンエッセイ�

石器作りのシンポジウムは大盛況 !

石器作り実演の様子
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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》

《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）

観 覧 料 編集・発行

1 月 2月
10日（日）大人向け体験学習講座「土器作り」
17日（日）第19回友の会展示「サークル活動展2015」最終日
23日（土）岩宿探検隊「土器づくり」
30日（土）第61回企画展「考古学から見た群馬の戦国時代」開始

　第61回企画展展示解説会①　
31日（日）郷土史講座①

 6日（土）第61回企画展展示解説会②
 7日（日）郷土史講座②
13日（土）岩宿探検隊「石器づくり」
14日（日）郷土史講座③
20日（土）第61回企画展展示解説会③
28日（日）郷土史講座④

3月
5日（土）岩宿探検隊「まが玉づくり」
 6日（日）郷土史講座⑤
12日（土）第61回企画展展示解説会④
13日（日）第61回企画展「考古学から見た群馬の戦国時代」最終日

19日（土）みどり市内体験学習作品展「岩宿人になろう」開始
27日（日）カタクリさくらまつり・岩宿ムラまつり
　 岩宿探検隊、大人向け体験学習講座「土器焼き」

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 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。


