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鹿の川沼から望む 

友の会１０周年記念祝賀会 

 昨年 12 月 21 日に、友の会発足 10 周年記念祝賀会が行われました。祝賀会には田村確也・笠懸町町長、

伊藤正雄・笠懸町議会議長、梅沢重明・資料館協議会委員長はじめ、笠懸町教育委員の皆様など、多くの

来賓が出席してくださいました。 

 この祝賀会は年度当初の計画にはありませんでしたが、会長の高橋氏から、 「10 年間の活動に感謝の

気持ちを伝えたい」 と発案され、急遽計画されたものです。  

 祝賀会当日は、前日の夕方から降り始めた雪が 30cm ほども積もり、年輩の方にうかがっても、 「年内に

これほどの積雪があったのは記憶にない。」 というほどの大雪でした。（結局この冬、岩宿で積もるほど雪

が降ったのは、このときだけでした。） 

 そんな気象状況だったので、どれだけの人数が集まるかと心配していましたが、来賓・友の会会員ともに、

とてもたくさんの人が集まりました。 

展示見学会 

祝賀会に先立って、第７回友の会展示「友の会の 10 年を振り返る」の見学会が行なわれました。高橋会長

から展示の概略が説明され、その後サークル代表者からそれぞれのサークルの展示についての解説が行

われました。  この展示は、タイトルの通り「友の会」の 10 年間のあゆみを振り返ったもので、来賓の方々

に友の会活動を説明したり、会員同士で展示を見ながら思い出話に花を咲かせたりしました。 

土器サークルの展示解説 

 



10 周年記念式典 

 次に場所を体験学習室に移して、10 周年の記念式典を行いました。 式典の開会にあたり、高橋会長は

10 周年記念式典を開催することになった経緯の説明をしました。 

 三輪館長からは、博物館にとって友の会の役割とは、という話がありました。 

 その後、高橋会長より感謝状と表彰状の贈呈が行われ、友の会の発展に大いに貢献したということで、

初代会長の故・田村育一氏と、前館長の松沢亜生先生に感謝状、友の会の活動の中心を担ってきたという

ことで、石器、土器、料理のサークル代表に表彰状が、それぞれ贈られました。 

感謝状 

 

 

初代会長 田村 育一 前館長 松沢 亜生

表彰状 

 

 

 

 

石器作りサークル 

代表 金子 実 
 

土器作りサークル

代表 須賀 真一

古代料理研究会 

代表 関矢 恵美子 

表彰では、田村氏は故人であるため夫人が代理で受け取りました。また土器作りサークルの須賀さんは所

用のため欠席で、副代表の若林さんが代理で受け取りました。 

 感謝状・表彰状の受賞者５名の挨拶のあと、来賓の田村町長はじめ、資料館協議委員長の梅沢重昭氏

などの祝辞がありました。  

 式典終了後には、懇親会が開かれ、古代料理研究会が腕を振るった料理をいただきました。 

 懇親会の様子    

  

 



第 7 回友の会展示 友の会の 10 年を振り返る 

友の会展示へようこそ 

 平成 15 年 11 月 29 日から平成 16 年１月 18 日までの間、友の会展示が開催されました。友の会展示は

今回で７回を数える恒例行事ですが、今回は友の会発足 10 年を記念して、友の会の歩みをテーマとして展

示が行われました。また例年どおり、各サークルの作品も展示されました。 

 今回の展示も、例年通り展示開始の１週間前頃より展示ケースの配置や展示品の搬入などの本格的な

展示準備を始めました。仕事を持っている人は、仕事が終了した午後５時以降に資料館にやってきて、10

時近くまで行うという毎日で、準備作業は開始当日のオープン直前まで続きました。 

友の会展示のコーナーでは、 

過去の友の会展示のチラシや、 

展示の企画書、過去に展示した 

ものの再展示などを行った。 

友の会 10 年のあゆみ 

 友の会では発足以降、多くの行事を開催してきました。また、それらの行事は友の会の年間行事として現

在も継続的に開催されています。主な行事として、友の会総会に始まり、史跡見学会等がありますが、その

他、各サークルの活動や、サークルから有志がボランティアとして参加する体験学習等、友の会会員が参

加している年間行事を挙げると、きりがないほど活発な活動をしています。  

 また、こうした活動を、友の会の皆さんに広報するものとして「友の会会報」があります。この会報について

も創刊号より友の会の会員による編集委員が製作、編集を行っています。初期の頃は、文章をワープロで

打ち、写真とイラストをそれぞれ交え て台紙に切り貼りして作成していましたが、 今ではパソコンをフルに

活用して原稿の作成を行っています。写真もデジタルカメラによるものになりました。今回の展示では、友

の会会報の歴代の表紙や、製作にあたっての原稿の作成の様子も展示しました。この会報がどのように作

成されているのがイメージできましたか？ 

 

 



  

友の会の年間行事をパネルで紹介 

会報の展示では創刊号 

から 16 号までの表紙が 

並んだ姿が圧巻でした 

 

 
 

各サークル展示 

 今回もサークルメンバーの製作した作品が並びましたが、今回の展示で一味違うのは、例年ではその年

に製作した作品が展示されますが、今回はサークル発足以来の作品を展示したところです。発足当時は手

探りで作品を製作していましたが、自主的な学習会や、近隣の同様な活動をしている団体の活動状況を見

学したりするなど、技に磨きがかかり、過去に自分が製作した作品と今の自分の作品を見比べると、その

成果が現在の作品に見てとれます。 

 また、各サークルの構成メンバーについてですが、発足当初から参加しているメンバーもいれば、その活

動を聞きつけて志願して入会した猛者？もいる。さらに、すでに入会しているメンバーからの誘いでメンバ

ーになった人もいます。 

 なお今回の展示から、新設された「民俗伝承研究会」の展示も加わり、サークルのコーナーは４コーナー

に増えました。「民俗伝承研究会」は、今まで友の会サークルの中になかった分野なので、より活発な活動

が期待されます。 

 

石器作りサークルのコーナー 

左は作品展示 

右は石材採取ツアーで採取した原石と、交流のある 

北海道遠軽考古学土坑会の皆様が作った作品 



 

土器作りサークルのコーナー 

製作年代順に並べてある。一番右がサークル発足 

当時の作品で、左に行くほど新作になる。 

 

古代料理研究会のコーナー 

料理は写真や模型での展示。その他、鹿皮の服や 

服を裁断する際に使った石器も展示した。 

 

民俗伝承研究会の展示 

他のサークルと違い、モノを作ることが少ないため、 

パネル展示が中心となった。 

アンケートから 

 アンケートに答えていただいた方の傾向を見ると、20 歳代以上の方はほとんどが友の会会員であり、20

歳以下は会員以外の人でした。  

 要望事項では、キャプションを大きくして欲しいなどの意見がありました。キャプションの大きさは、手元で

作業しているときは大きいつもりだったのですが、展示ケースに入ったのを見ると確かに小さいようです。次

回は気をつけます。 

 また、「専門的な内容の展示ではなく、作品展的な展示の方が良いと」の意見もありました。作る作品の数

も多くなってきていますので、今後はそういった展示もしていきたいと思っています。 

 その他、多数のご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。  



平成 15 年度史跡見学会 縄文文化の華、火炎土器を訪ねて 

開催日：平成 15 年９月７日 

 昨年５月に行われた友の会総会の記念講演で、十日町市博物館の石原正敏氏に「笹山遺跡と火炎土器」

と題する話をうかがいました。この話で火炎土器の素晴らしさに触れ、ぜひ実物を見たいという意見が出さ

れ、今回の見学会が計画されました。 

１、 十日町市博物館 

 初の目的地は十日町市博物館です。総会で講演していただいた石原氏に再会し、氏の案内で館内の

見学をしました。 

 目当てである国宝の火焔型土器ばかりでなく、国宝の指定に漏れた多く火焔型土器や王冠型土器が展

示されていました。これらの土器がガラスケース越しではなく、ロープで仕切られただけで見られるようにな

っていたので、じっくりといろいろな角度から観察することができました。また、別室で修復前の火焔型土器

を見せていただきました。かけらとはいえ火炎土器に直に触れ、その重量を体感し、把手のつけ方などを間

近で見ることができました。 

展示案内の様子 

 

２、 笹山遺跡 

 笹山遺跡は国宝に指定された火炎土器が出土した遺跡です。市営笹山野球場、陸上競技場などの建設

に伴って発掘され、現在はそうしたスポーツ施設のど真ん中に位置しています。  

 見学した日に、サッカーの試合があったため、サポーターたちの往来が激しく交通整理も出ている中での

見学になりました。 

 火炎土器の出土状況を復元したモニュメントを前にして、石原氏より遺跡発掘の様子などの説明を受けま

した。 

 

 

 



笹山遺跡の見学 

 

３、馬高・三十稲場遺跡 

 馬高遺跡は火炎土器が初めて出土した遺跡として知られています。私たちが訪れたとき、史跡公園の整

備のため発掘調査を行っており、地元の郷土史グループに説明会を開いているところでした。 

 我々40数名の団体が突然訪れたにもかかわらず、発掘現場のブルーシートをめくり、快く現場の説明をし

ていただきました。火炎土器の出土状況を見ることができるなど、予想もしていなかったので、たいへん驚

きもし、かつ胸の躍るような気持ちを覚えました。 

馬高遺跡発掘調査説明会のようす 

 

４、新潟県立歴史博物館 

 後の見学地である新潟県立歴史博物館は、平成 12 年に開館した新しい博物館です。事務局の話では、

開館当時から何度か史跡見学会の候補に挙がっていたようで、今回ようやく実現しました。 

 常設展示は「縄文展示」「新潟県のあゆみ」「雪とくらし」「米づくり」の４部門で構成されています。「縄文展

示」では縄文の暮らしが原寸のジオラマで構成されており、まるで縄文時代にタイムスリップしたかのような

錯覚を起こします。また火炎土器もたくさん展示されており、見応えは十分でした。 

 展示の規模が大きすぎて縄文以外の展示はほとんど見ることができませんでした。 

新潟県歴史博物館の縄文時代のジオラマ 

 



５、 後に 

 今回の展示はタイトルにあるように「火炎土器」を訪ねるツアーでした。そういう意味で言えば、これ以上

はないというような見学をさせていただいたと思います。馬高遺跡で火炎土器の出土状況を見ることができ、

十日町市博物館で修復前の火炎土器を見て、更に同じく十日町市博物館で国宝の火炎土器を見ました。

新潟県立歴史博物館でも数多くの火炎土器が展示されていました。１日のうちにこれほど内容の濃い見学

をさせていただいたのかと思うと、資料館事務局はじめ、見学でお世話になった方々には感謝の気持ちで

いっぱいです。 

  

石器作りサークルだより 

北海道視察研修旅行 

 昨年の６月に、石器作りサークルを中心とした総勢 13 名が、実費で北海道に行ってきました。この旅行は、

４日間をかけて北海道を縦断し、各地の黒曜石原産地で黒曜石の採取を行ったり、博物館を訪れたりと、

たいへん有意義なものとなりました。 

 「石器作りサークルだより」の紙面を拡大し、旅行の行程を紹介します。 

１ 出発 

  ６月 17 日夜、一行は群馬を発った。函館行きの飛行機が早朝の出発であるため、空港近くのホテルで

前泊するのである。岩宿方面からの参加者は、東武線の「急行りょうもう号」で出発し、宿泊先の大井町・ア

ワーズイン阪急に到着した。時間は１0 時を回っていた。別方面からの参加者もホテルで合流し、翌朝のス

ケジュールを確認した後、就寝した。 

 翌朝、タクシー３台に分乗し羽田空港へ向かう。空港では更に二人が合流することになっている。 

 我々が搭乗するのはＡＮＡ851便６時40分発。函館空港行きの便は濃霧のため前夜から運行を見合わせ

ていたのだが、運良く我々の便から通常運行が始まり、北海道の大地に降り立った。 

２ 第一日 

 函館からはレンタカー２台に分乗し、 初の目的地である今金町・ピリカ遺跡に向かう。途中大沼公園に

て休憩をとり、内浦湾を右手に見ながら国道５号線を北上し「ピリカ遺跡」に到着した。 

 ここで北海道からの参加者である下西さんと合流した。 

 ピリカ遺跡は石器製作跡や火を焚いた跡などが良好に残されていて 1994 年に国の史跡に指定された。

ピリカ技法を示す接合資料や石刃技法の課程を示す接合資料の他、日本 古の玉も出土している。中で

も圧巻なのは長さ 30・もある巨大な尖頭器だ。 

 ちなみに「ピリカ」は漢字で美利河と書くが、もとはアイヌ語で、美しいという意味の 上級の表現というこ



とだ。 用例 pirka：pet （美しい - 川）  私たちが訪れた「ピリカ旧石器文化館」は６月７日に開館したば

かり。つまり、開館してまだ 10 日しか経っていない、新しい施設である。今金町教育委員会の寺崎さんに案

内していただき、館内の説明などを受けた。 

 ピリカ遺跡を後にして、次なる目的地は赤井川である。赤井川は黒曜石の産地であり、できれば採取した

いと考えていた。 

ピリカ旧石器文化館にて 

 

 国道５号線を北上し、長万部から黒松内町、雷電国道へと進み、岩内町で少し休憩してから、赤井川村

へと入る。  

 地図で確認しながら、黒曜石をもとめていくつかの川に入ってみる。あまり良質なものはないものの、それ

でもいくつかの黒曜石を採取することができ、初期の目的は達成できた。  この日の予定は終了し、 初

の宿泊地であるキロロ温泉に向かった。 

 赤井川村・土木沢にて黒曜石を採取 

３ 第二日 

 ２日目の第１の目的地は江別市にある北海道埋蔵文化財センターだ。ピリカ遺跡から合流した下西さん

の勤め先でもある。朝里ＩＣから江別東ＩＣまで高速道路に乗り、９時 40 分に埋文センターに到着する。セン

ターの展示室では、畑、西田、越田、の３氏が私たちに付きっきりで説明をしてくれ、更に遺物の整理作業

も見せていただいた。 

 また別室では白滝遺跡出土の石器などを出していただいた。担当の鈴木氏には事前の準備等、大変お

世話になった。 

 実は、今回の旅行に先立って、数度に わたって勉強会を開いた。そこで見学地に関する予備知識の他

に、北海道の石器についての勉強や石器をどう見るかなどを松沢前館長に教わっていた。また埋文センタ

ーで見せていただいた石器も、白滝遺跡の発掘調査報告書を見て、どの石器を見せていただきたいのかを

選び、埋文センターに伝えていた。 



埋文センターにて石器の整理作業を見学 

 

 埋文センターを後にして、再び江別東ＩＣから高速道路に乗る。 

 途中、砂川ＳＡで食事をとり、次の目的地の旭川市博物館に向かった。 

 ＳＡでの食事に象徴されるように、私たちの旅行は、食事の良否は問わず、ただ石器や博物館を見ること

を優先する旅行であった。 

 旭川市博物館では、ちょうど「北海道の黒曜石展」という企画展が開催されていた。その展示の責任者で

もある向井正幸氏は、黒曜石の産地同定の研究をされている若き研究者である。そんな向井氏に迎えられ

て、企画展示を見学した。展示では自然状態のものばかりではなく、黒曜石を使った加工品もあり、漆黒中

に浮かび上がる模様の美しさに感動した。 

 この日は層雲峡にて宿泊。 

４ 第三日目・白滝村 

早朝、元気のある数人は 「せっかく層雲峡まで来たんだから」 と、朝食になるまでの時間を利用して観光

に出発。銀河の滝、流星の滝などを足早に見てきた。 

 朝食を済ませ、この旅行 大の目的である白滝村へ向かう。 

 石器作りサークルで使っている黒曜石は白滝村の黒曜石である。 

 自分たちが普段使っている石が、どんな場所で、どのようにして採取されているのかを確認するというの

が今回の旅行の一番の目的といって差し支えないだろう。 

 その黒曜石が産出される赤石山は国有林であるため、一般の人の出入りはできない。しかし今回特別に

営林署の職員が同行するということで、入山がゆるされた。 

 入山には、資料館に体験学習用の黒曜石を送ってくれている出立氏も同行し、採取に関しても、買い取る

という条件で許可が下りていた。 

 赤石山は山頂に近づくにつれ黒曜石の密度が濃くなり、我々が採取した地点では草木以外はすべて黒

曜石という凄まじい光景が広がっていた。赤石山での黒曜石の埋蔵量は、１億トンとも２億トンとも言われて

いる。 

 

 

 



赤石山で、採取した黒曜石を計量 

 

 赤石山に八号沢露頭というところがある。黒曜石の大きな露頭で、黒曜石関連の印刷物には必ずといっ

ていいほど写真が載っているような場所だ。そしてその八号沢というのは白滝村の中でも、もっとも熊の目

撃談の多いところでもある。実際に私たちが歩いた道には、まだ新しい熊の足跡がクッキリと残されていた。 

 また、北海道で黒曜石を加工、販売している陶守氏に、是非商品をお土産に欲しいと事前に話しておいた

ら、当日白滝村まで持参して来てくれた。さっそく参加者たちは１個 3000 円ほどの加工品を争うように買い

求めた。 

8 号沢にて記念撮影 

  

その後、白滝村郷土館を見学、更に白滝遺跡の発掘現場にお邪魔したりもした。 

 白滝村で時間をとりすぎてしまい、昼食を用意して待ってくれている遠軽町に入ったのは午後３時頃にな

ってしまった。 

５ 第三日目・遠軽町 

 遠軽町では遠軽考古同好会の方々が太陽の丘えんがる公園内にある「サンヒルハウス」でジンギスカン

鍋を用意していた。ジンギスカンで使われていたマトンはたいへん美味で、後日岩宿で打ち上げを行ったと

きに、わざわざ遠軽から取り寄せていただいたほどであった。  

 食事を終えた後は、外に出て石器作り交流会が始まった。 

 三年前に先史資料館を訪れたとき、遠軽考古同好会会長の本吉春雄氏と、私（金子）とが石器作りをした。

そんなことがあったので、今回はみんなで石器作りをしようということになっていた。会場はすでに準備がさ

れており、一時間以上の時間をとり、両団体で石器作りを楽しんだ。 

 別れに際して、同好会から石器作りサークルに、石器作りに使う鹿の角を人数分いただいた。 

 遠軽町にある「木楽館」という、木工工芸を取り扱っているところがある。そこではちょっとした石器の展示

がされている。遠軽考古同好会の人たちの作品に混じり、三年前に遠軽を訪れた際に私が作った石器も展



示されていた。後日談になるが、そんなこともあり、第７回友の会展示では遠軽の作品も展示させていただ

くことになった。 

 この日の宿泊は温根湯温泉。旅の 後の夜でもあり、食事はバイキングではなく宴会場にて行い、夜も

更けるまで語り合った。 

北海道新聞 2003 年 6 月 21 日 オホーツク面より 

６ 四日目（ 終日） 

 ホテルを出発しようとした矢先、携帯電話に一本の電話がかかってきた。昨日お世話になった遠軽の本

吉さんからだ。「北海道新聞に記事が出ている」とのことなので、さっそくホテルにある新聞を見てみると、昨

日石器作りをしたことがカラー写真付きで紹介されていたため、さっそく新聞を買い求めた。 

 本日の目的は、置戸の黒曜石産地である。３年前に訪れたのと同じ場所でいくつかの黒曜石を採取した。

置戸の黒曜石はあまり大きな塊はないが、黒色に深みがあり、とても美しいものである。 

 置戸での黒曜石採取を終え、ピリカ遺跡から同行していた下西さんがここで別れることになった。  メン

バーが１人減り、今回のツアー 後の目的地は、常呂遺跡である。 今までの行程では天気に恵まれてい

たが、ここへきて天気がどんどん悪くなってきた。雨が本格的になってきて気温もぐんぐん下がってきた。 

 目的の「ところ遺跡の森」には、お昼を少しまわったくらいに到着。「ところ遺跡の館」を足早に見学し、空

港への道を急いだ。 

 女満別空港も雨、空港の温度計は 12～13 度あたりで推移している。  

 女満別を飛び立ち、羽田に降り立つと、羽田の気温は 31 度もあった。  羽田空港で、帰る方向の違う人

がいるので、それぞれお別れをして帰路についた。 岩宿方面へは、羽田空港から桐生駅までの直通バス

を使い、18 時 55 分羽田発で、桐生駅には 21 時 47 分に到着。 

視察研修旅行の行程 



７ おわりに 

今回のツアーでは、赤井川・白滝・置戸という３つの黒曜石原産地を訪ねた。３カ所ともおなじ「黒曜石」とは

いっても違った顔をしており、白滝といっても、真っ黒なものから「赤石山」という名前が示すように赤みを帯

びた黒曜石もある。 

 そして、各地の博物館を訪ね、行く先々で過分な対応をしていただいた。ツアーには参加されませんでし

たが、松沢前館長には事前に交渉していただくなど、何かとお世話になりました。  

 また遠軽の考古学同好会の皆様には、３年前の旅行で交流して以来、本吉先生、川口先生が岩宿を訪

ねられたり、イベントの際に鮭を贈っていただいたりと、いろいろとお世話になっております。 

 後になりましが、今回の旅行の計画、手配をしていただいた市川さんには感謝申し上げます。 

参加者 

三輪延也（館長） 近藤加寿子（資料館解説員） 寺澤秀豊（友の会副会長） 金子実（石器作りサークル代

表） 飯島淳之 市川浩也 井上和久 角谷京子 小池幸枝 下西美喜子 関口廣 関矢恵美子 籾山久美子 

石器石材探査ツアー 

 昨年８月 17 日に、毎年恒例となっている石器石材探査ツアーに行きました。 

 石材採取ツアーも今回で７回目となり、初心にもどって、第１回の石材ツアーに行った場所に再び行くこと

にしました。 

 目的は渡良瀬川でチャートと、石器作りに使う敲石の採取です。  まずは桐生市民ひろばの河原で小菅

学芸員から地質の説明を受けたあと、上流にあたる勢多郡東村に移動して目当ての石を探しました。 

 しかし残念なことに雨が降ってきたため採取を中途で断念しました。 

 採取後に予定していた河原でバーベキューもすることもできずに、岩宿に引き返し、旧・石器亭の中でバ

ーベキューをしました。 

資料館付属建物での勉強会 

  松沢先生が館長在任中に使用していた家屋が、町の許可がおりて友の会で使用して良いことになりまし

た。 

 それを受けて、石器作りサークルでは元家主である松沢先生を囲んで石器の勉強会を開いています。 

 勉強会は不定期で、松沢先生が岩宿に来る時に行っています。 

 勉強会では石器をどう見るか、剥離の状態、リングやフィッシャーについてなどを学んでいます。 

 ４月から松沢先生は自身の研究の都合で岩宿で別の家を借りて住むことになりましたので、今後もこうし

た勉強会が続いていくでしょう。 

お知らせ 

 石器作りサークルは毎月第３日曜日に活動を行っています。 

 また定期の活動の他、上記にあるような勉強会から、会員同士が声を掛け合って石材採取に行くなどの



自主的な活動も盛んになっています。興味のある人は参加してみてください。 （石器作りサークル代表・金

子実） 

  

土器作りサークルだより 

2004 年 ２月の土器作り雑記 

 １月 18 日、土器作りサークルでは、粘土を仕込み、平成 16 年度の計画を話し合いました。２月 14・１５日

に土器を作りました。今回の土器作りは自由課題でした。この時の土器は３月 28 日の岩宿ムラの時に焼き

ました。 

平成 16 年度のメインテーマは「火炎土器を作る」です。富沢さんはリハーサルと称して、早くも火炎土器の

制作に取り組みました。ほぼ完成間近までに作り上げましたが気に入らなかったようで、潰してしまい粘土

を練り直して、再度作り上げました。 

火炎土器を製作中の富澤克巳さん 

 今泉さんは、資料館の清掃の仕事をしていますが、清掃作業の合間をみて土器を作ってしまいます。そ

の早業と集中力に感心します。仕事の合間に作ったとはいえ、雑なものではありません。見事な土器を作り、

丁寧に磨き上げます。 

深鉢を製作中の今泉シノさん 

 田村さんは、今回みんなが作った土器の中では一番大きな作品を作りました。メジャーを使ってきちんと

測りながら作っていました。 



深鉢を製作中の田村幸男さん 

 土の量から、粘土を練る水の量、作品の大きさ、模様などすべてをきちんと測る几帳面な人は須賀さんで

す。今回彼はテラコッタを使って器財埴輪の太刀を制作しました。刀の把手が乾燥すると割れないだろうか

と心配していました。 

須賀真一さん製作の器財埴輪 

 技術の修得が早く器用な関口さん。本館所有の土器の実物をモデルにして深鉢に挑戦しました。そして、

誰よりも早く完成してしまいました。２日目は石器作りサークルへ行って石器作りをし、さらに、体験学習の

生徒たちの指導と、何でもやります。 

関口廣さん製作の深鉢 

 竹内さんは住まいが前橋なので、往復の時間だけでも他の人とハンデがあります。でも、土器作りには毎

回参加しています。今回は日曜日だけ参加し、関口さんと同じ土器を作りました。 

深鉢製作中の竹内淑子さん 



 器用なことでは「超」がつくのは園田さんです。彼の手にかかると粘土は自由自在に変形されてしまいま

す。まるでアメ細工を見ているようです。残念ながら今回は勤務の関係で参加できませんでした。 

平成 15 年度の活動報告 

• ５月 18 日（日曜日） 火炎土器についての講演会参加 

• ６月 15 日（日曜日） 土鈴・土笛作り 

• ７月 20 日（日曜日） 粘土の仕込み 

• ８月 16 日（土曜日）・17 日（日曜日） 土器作り・石器亭で合宿 

• ９月 28 日（日曜日） 土器焼き 

• 10 月 18 日（土曜日）・19（日曜日） 土器作り 

• 11 月１日（土曜日） 県埋蔵文化財センター見学、北橘村歴史民俗資料館見学 

• 11 月９日（日曜日） 土器焼き 

• 11 月 22 日～24 日 友の会展示準備 

• １月 18 日（日曜日） 粘土の仕込み 

• ２月 14 日（土曜日）・15 日（日曜日） 土器作り 

• ３月 28 日（日曜日） 土器焼き  

サークル代表が替わりました 

 土器作りサークルの生みの親である須賀真一さんが、代表の座を退き、今まで副代表を務めていた若林

正巳さんが新たに代表になりました。須賀さんは初年度からの会員で、友の会活動には熱心に通っていま

した。子供の頃から土器が好きで、石器作りサークルに続いて土器作りサークルを自ら呼びかけて作りまし

た。サークル、会報、展示と友の会で中心的な活動をしてきましたが、仕事の都合などにより一線から退く

ことになりました。今後も一会員としての活動は続けていくそうです。 

古代料理研究会だより 

古代料理研究会がこの 1 年に取り組んだ料理、ドングリみそ作りとジャガイモもち作りについて、また、アケ

ビを求めて桐生市梅田へ行き、アケビを使った料理もしましたので、ここに紹介します。 

ドングリみそ作り 

 ２月 24 日にドングリみそを作りました。昨年のドングリみそがおいしかったから、今年もまた仕込む事にし

たのです。 

用意するもの（ドングリみそ 10 キログラム作るには）  

大豆２キログラム、ドングリ１キログラム（皮をむくと 500 グラム）、塩１キログラム、麹 2.5 キログラム。 

 



作り方 

1. ドングリは皮をむき、手で潰れる程度にゆでる。一度沸騰させてゆでこぼす。 

2. 大豆を手で潰れる程度にゆでる。 

3. 麹と塩をよく混ぜておく。 

4. 1 と 2 を厚手のビニール袋に入れて叩いて潰す。 

5. 4 をパン箱に入れ、麹をふりかけて混ぜ合わせる。少し硬くなったらゆで汁を入れて耳たぶくらいの

堅さになるまで良く練る。 

6. ハンバーグを作るように中の空気を抜いておく。 

7. 樽を焼酎で消毒をし、漬物用のビニール袋を入れて中に・を投げつけながら詰めていく。 

8. 詰め上がったら上を平らにしてサランラップをし、上にワサビを所々に置き、ビニールでふたをす

る。 

 このようにして仕込んだものを、１ヶ月後に上下を返し、２ヶ月後にまた上下を返します。そして静かに夏を

過ごし、秋に食べ始めます。 

 昨年作ったみそは、２月 13 日に笠懸北小学校で行われた体験学習の発表で使いました。子供たちがお

いしいと言ってくれました。 

 初めて大勢の人に食べていただき、良い評価でしたので、夏の体験学習では、自信を持って使っていけ

ます。 

 また、「カタクリさくらまつり」にも使いたいと思っていますので、楽しみにしていて下さい。 

ジャガイモ餅作り 

用意するもの ジャガイモ、でんぷん粉、黒砂糖、しょう油、砂糖、酒。 

作り方 

1. ジャガイモはゆでて皮をむき、潰す。 

2. でんぷん粉を少しづつ入れて混ぜる。途中でコロッケのような形を作り、ホットプレートまたはフライ

パンで焼いて、モチモチ感をみる。自分で丁度良いと思うところで、でんぷん粉と混ぜるのをやめ

る。 

3. コロッケ形にしてホットプレートまたはフライパンで焼く。 

4. 黒砂糖、しょう油を入れて沸騰させ、味を見て砂糖、酒を加えて少し煮詰める。 

5. 3 が温かいうちにタレを付けて食べる。 

 温かいうちにいただくのがおいしいですよ。北海道の郷土料理で、すぐにできておいしい。やみつきになり

そうな料理です。カボチャで作ってもおいしいですよ。  

 何年か前、琵琶湖で食べた芋もちを、いつかはとずっと思っていて、やっと想いが叶いました。願わなけれ

ば何も出来ないというのは本当ですね。教えて下さった石垣さん、ありがとうございました。 

 



アケビを求めて 

会員の人からアケビがたくさんある所を見つけたとの知らせを受けました。10 月４日に古代料理研究会メン

バーが集まり、午前にドングリみその試食会をした後、10 人でさっそく午後に桐生市梅田湖周辺にアケビを

求めて出かけました。 

途中でかごを買い、いざ山の中に！ 

アケビのつるを見つけ、枯れ木を倒し、つるを引っ張り、切り通しを登り、まるで熊が入ったような取り方。何

とかかごいっぱいにすることができました。 

採ったアケビは資料館に飾り、後は家に持って帰り料理をしました。 

1. アケビの焼酎漬け  アケビの中の種の部分を取り、ビンにつめ 35 度の焼酎を入れる。約１ヶ月くら

いで飲めるようになります。 

2. 麹漬け  種を取り、皮の部分を湯がく。 

 菊の花をゆがいて潰し、枝豆を中につめる。  楊枝でふさぎ麹に漬けて一晩寝かせる。 

 次の日に食べてみましたが、シャキシャキしておいしいです。 

3. キンピラ  残ったアケビは種を抜き、塩漬けにしておく。12 月の 10 周年記念祝賀会の時に塩抜き

をし、少しゆがいてキンピラにしました。 

 会員の方から 「東北の方ではこうして食べるんだ。懐かしいね。」 と言っていただき、なんともう

れしい気分です。  

 まだまだアケビの料理方法はたくさんあると思います。心当たりの人は一報下さればありがたい

です。 

アケビがこんなに取れました  

民俗伝承研究会だより 

 昨年度新たに誕生した民俗伝承研究会では、１年間試行錯誤を繰り返しながら、笠懸町の古い地名を掘

り起こし、後世に残すことを目的とした活動をしていくことになりました。 

 昨年度は、講演会と横町神楽見学会などを行い、現在は天明・寛政期の「西鹿田村絵図」に書かれてい

る地名を解読しています。 



平成 15 年度活動内容 

• ５月５日 新サークル立ち上げの打ち合わせ 

• ６月４日 活動内容の相談 

• ８月２日 講演会「暮らしの中の民俗をさぐる」講師・板橋春夫氏 

• ９月６日 お盆行事の民俗 

• 10 月 19 日 横町神楽見学会 

• １月 10 日 西鹿田村絵図の耕地名研究 

• ２月７日 同上 

• ３月６日 同上   

 

講演中の板橋春夫氏 講演の後の座談会 

西鹿田村絵図の耕地名 

 笠懸町には現在「阿左美」「鹿」「久宮」「西鹿田」の４つの字があります。このうちの西鹿田には、寛政期

の古い絵図が残されていて、その地図には詳細な耕地名が書かれています。耕地名とは、番地というもの

が無かった江戸時代に、年貢の取り立てに必要な耕地にそれぞれ付けられた名前です。今ではその耕地

名の一部が小字となっています。 

文久２年の畑方名寄扣帳に掲載されている耕地名と比べながら絵図の地名を読みとり、今後は現地の踏

査なども行う予定です。 

西鹿田村絵図 

 

  



岩宿ムラは大盛況 

 昨年 11 月９日に岩宿ムラ収穫祭りが、３月 28 日にはカタクリさくらまつりに合わせた岩宿ムラがそれぞれ

開催されました。 

 11 月のまつりは雨天になってしまい、残念ながら土器焼きと脱穀は中止になってしまいましたが、石器作

りや石臼、料理は予定通り行われ、悪天候にもかかわらず多くの来場者で賑わいました。 

 ３月のまつりは打ってかわって理想的ともいえる天気に恵まれました。イベントに先立ち、山下（旧姓忍田）

由紀子さんに友の会特別会員の表彰と記念品の贈呈を行いました。 

 山下さんは中学時代の昭和 61 年度笠懸町産業祭作文コンクールで「岩宿遺跡の発展」と題し、当時の遺

跡の状態を憂え、史跡整備を訴える文章を書きました。それを読んだ現・友の会会長の高橋武氏が運動を

起こし、「岩宿遺跡を愛する会」を設立するきっかけになりました。この「岩宿遺跡を愛する会」が今の「友の

会」になりましたので、今の友の会があるのも、この作文のおかげです。 

 カタクリさくらまつりに合わせて、高橋会長から山下さんに感謝の意味を込め、特別表彰を行い１年間のフ

ァミリー特別会員と、記念品として石器作りサークル代表の金子製作の石槍と、土器作りサークル代表の

若林さん製作の土器などが贈られました。 

 

山下さんの表彰 まが玉作り 黒曜石の石器で鮭の解体 

  

友の会発足 10 周年によせて 

友の会会長 高橋 武 

 岩宿文化資料館友の会が資料館の呼びかけで平成５年４月に発足してから 10 周年という節目を迎えま

した。 

 私なりにこの 10 年を振り返り、 も記憶に残り感動を覚えたのは平成９年の第５回史跡見学会に参加し

た時のことです。60 万年前の日本 古の遺跡といわれた宮城県の上高森遺跡を、発見者であるアマチュ

ア考古学研究者の藤村新一氏本人の案内で見学でき、埋納遺構があったといわれる赤土の上に立った時、

遂にこの地に来たという思いと、友の会に入っていたから、こんなことが出来たのだなあとの思いで、感激

しました。そしてまた岩宿遺跡が発見されたあと、初めて岩宿を訪れた人は、こんな思いをしたのかなあと

も思いました。 



 岩宿遺跡発見以降は、それまで無いと言われていた旧石器の遺跡が相次いで発見され、その結果、より

古い遺跡の発見競争の様相となり、宮城県座散乱木遺跡の４万５千年前（昭和 56 年）、同県馬場壇Ａ遺跡

の 15～20 万年前（昭和 63 年）、同県高森遺跡の 40～50 万年前（平成６年）、遂に同県上高森遺跡の 60

万年前（平成７年）と、アマチュア研究団体が大学の支援を得て次々発掘成果を発表していて、岩宿への

関心が薄れかけていた時だけに特に感じたのかも知れません。しかし発見されたという石器は町の金庫に

保管されているとのことで見られませんでしたが、写真で見る限り、赤や緑の綺麗なものもあり、形も整って

いて、縄文石器を見る思いで、岩宿Ｄ地点の芹沢氏報告の４万～13 万年前のものとは比較にならず、60～

50 万年の間の石器作りの技術はどうなっていたのかなあ、人類の進化もあったはずなのにと、素人なるが

故に不思議に思いました。 

 それから３年後の平成 13 年 11 月、それらがすべて捏造だとわかった時、やはり日本の旧石器研究の原

点は岩宿にもどって来たなあという思いと、岩宿も相沢さんが納豆売りのアマチュア、捏造の藤村さんが東

北計器工業に勤めるアマチュア、そしてこれを見破ったのが考古学には素人のテレビ局のサラリーマン、

素人の力ってすごいなあと思わせられた 10 年でした。 

「岩宿人の家」の利用について 

 松沢亜生先生が館長在任中に宿舎として使用していた住宅が、昨年より「資料館付属建物」として友の会

でも使用できるようになりました。公称は「資料館付属建物」ですが、友の会ではこの建物を「岩宿人の家」

と呼ぶことにしました。  すでにサークルでは何度か活用しており、サークル以外でも会報の編集に使った

りもしています。  細かな利用規程などは、資料館に問い合わせて下さい。 

編集後記 

 昨年の７月に第 16 号を出してから 11 ヶ月が経ちました。随分待たせてしまいまして、申し訳ありません。

ほぼ１年分の内容が詰まっているため、話題は古くなり、ページ数は増えてしまいました。 

 昨年は友の会発足 10 周年を記念して、今まで発行してきた会報を１冊の本にまとめるための編集作業を

メインにしてきました。合冊に際して全面的に紙面の見直しを行いましたので、新たな会報の製作まで手が

回りませんでした。 

 編集委員の面々は、私も含め仕事で裂かれる時間が多くなり、なかなか会報に着手できなくなっています。

会報の編集方法を再検討し、以前のように年３回の発行ができればいいなと思っていますが、いまのまま

の編集体制では難しいです。編集に協力していただける人はいないでしょうか。（Ｍ） 

表紙でひとこと 

 資料館の前にある鹿の川沼は、寛文 10 年（1670 年）に、代官岡上景能によって作られた溜池です。当然

岩宿時代は沼ではなかったのですが、湧水はあるので湿地帯であったようです。 

 沼の対岸から眺めた資料館の姿は、表紙イラストを描き始めてから、ずっと描きたいと思っていました。水

面に浮かぶような資料館の姿は、美しいものです。実は、バックに大きくそびえる赤城山の姿も描いたので

すが、絵がうるさくなるので消しました。赤城山もいつかは描いてみたいですね。 

 


