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　平成16年度の友の会総会は、会員数140名（総会時）のうち、出席31
名、委任状52通、合計83で過半数を越え、無事終了しました。
　総会の後に行われた記念講演会では、講師に梅澤重昭氏を招いて「上毛
野の古墳」と題し上毛野に古墳が作られはじめた頃からの変遷を話してい
ただきました。
　また総会前日の５月 22 日に、笠懸町の「西鹿田（さいしか
だ）中島遺跡」が「国指定史跡に指定」との報道があったのを
受けて、発掘担当者である萩谷学芸員による臨時の説明会が行

われました。

　９月 26 日には、「黒耀石のふるさとと“焼町式土器”を訪ねて」というテーマで、見学会を
開催したところ、34 名の参加を得て盛会のうちに無事終了しました。見学は、長野県に新しく
開館した「黒耀石体験ミュージアム」「浅間縄文ミュージアム」の他、黒耀石の原産地である星
糞峠の散策などをしました。
　見学会の詳細は、ページを改めて紹介します。

「岩宿ムラ収穫祭り」は、毎年恒例となっている石器作り、勾玉作り、弓矢・槍投げ、火お
こし、脱穀などの各種体験のほか、古代料理の試食などが行われました。友の会からのボラン
ティアスタッフは30名、参加者は1103名でした。
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第８回友の会展示では、「 」が本格的に
参入し、初の研究成果である「西鹿田（さいしかだ）の今
と昔をさぐる」を発表しました。
　また では、古代米の栽培を写真パネルで
紹介しました。

は、８月に合宿で製作した火焔型土器
がずらりと並びました。

は、この１年間のサークル活動で作っ

た石器を展示しました。石材は主に北海道白滝村の黒耀
石ですが、インドネシア産の黒耀石やガラス製品で作
ったものもありました。

は、赤米・黒米・緑米の紹介や、ドングリ料理、薫製などの作り方を写真パ
ネルで紹介しました。
　友の会展示期間中の来館者は、年末年始の慌ただしい時期にも関わらず、635人ありました。
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　12月19日に忘年会が行われました。
　当日は、古代料理研究会の人たちが忘年会の料理を準備している間、他のサークルは
共同で旧館長宿舎「岩宿人のイエ」の大掃除をしました。
　忘年会では、定番メニューのイノシシ鍋などの他、鮭やイカなどの薫製やパンといっ
た新メニューもありました。
　また、１月16日の新年会では、七草粥、古代米、おでんなどが並びました。

　笠懸町が主催する「カタクリさくらまつり」にあわせて毎年開催される「岩宿ムラ」は、秋
の「収穫祭り」と同様に資料館の活動を広く知ってもらうために資料館と友の会とで、いろい
ろな体験メニューを用意しています。石器作り・勾玉作りなどの他、餅つきも行われ、参加し
た子どもたちは慣れない手つきで杵を振るっていました。

　友の会からの
ボランティアス
タッフ36名、参
加者は 789 名で
した。
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総会
　平成17年度の友の会総会は、会員数126名（総会時）のうち、出席25名、委任状58通、合計83で

過半数を超え、無事終了しました。

　総会では平成16 年度の事業および会計の報告と、平成17 年度の事業および予算の案について協議され

ました。

　また友の会の役員については、２年の任期を終えて改選の年にあたるため、新役員について協議しまし

た。ほぼ前年度からの留任ですが、資料館の国井さんが退職され、新たに小林さんが赴任しましたので、

その部分の変更がありました。17・18年度の役員は以下の通り。

　会　長　　高橋武（留任）

　副会長　　寺澤秀豊（留任）、大川宏（留任）

　幹　事　　金子実、今泉靖一、市川浩也、須賀真一、若林正巳、籾山久美子、白石智恵子、若月省吾（以上留任）

　　　　　　関口利治（15・16年度は会計）

　書　記　　関矢恵美子（留任）、小菅将夫（事務局・留任）

　会　計　　国井洋子（15・16年度は事務局）、小林恵子（事務局・新任）

　監　査　　森村隆作（留任）、橘内文夫（留任）

　顧　問　　三輪延也（館長）

名誉顧問　　松沢亜生（前館長）

感謝状贈呈
　総会の議題「その他」の部分で、友の会の関口廣さんに感謝状が贈呈されました。

　関口さんは、石器作りサークル・土器作りサークルで活動している他、資料館で行われる石器作りの体

験学習では指導員として活躍しています。特に体験学習の事前準備である石器の素材作りでは、大いに貢

献しています。昨年度の体験学習の受け入れは 9094 名ですが、資料館の職員だけではこれほどの人数を

受け入れられる準備はできません。関口さんの存在があればこその9094名なのです。

記念講演
　総会終了後に、山形県埋蔵文化財センターの渋谷孝雄先生より「山形県の旧石器時

代研究」と題した記念講演をしていただきました。山形県には 10 月に史跡見学会に

行くことが決定していますので、事前学習となりました。内容については次回の会報

で史跡見学会と合わせて紹介したいと考えています。
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≪ 平成１６年度　史跡見学会 ≫

平成 16 年９月 26 日（日）、毎年恒例の史跡見学会が開催されました。今回は「黒耀石の
ふるさとと「焼町式土器」を訪ねて」と題して、長野県へ出かけました。
史跡見学会で、信州の黒耀石原産地を訪ねるのは３度目になりますが、今回は黒耀石原
産地のひとつ「星糞峠（ほしくそとうげ）」と、かつて縄文時代の人々が黒耀石を採掘した
採掘坑、そして原産地周辺に広がる遺跡群「鷹山遺跡群」を見学しました。
また、長野県の縄文時代中期の土器はその華やかさで有名ですが、その中でも長野県か
ら群馬県にかけて分布する「焼町式土器」を、長門町の原始古代体験ロマン館と御代田町
の浅間縄文ミュージアムで見学しました

【行程】
資料館→伊勢崎 IC→横川SA→佐久 IC→新幹線佐久平駅（東京方面からの参加者合流）

6：30　　　　　　（休憩）

黒耀石体験ミュージアム・星糞峠（長門町 →鷹山地内（昼食）→原始古代体験ロマン館（長門町）

9：40～11：50　　　　　　　　　　　　　　        　　　    13：15～13：45

→浅間縄文ミュージアム→新幹線佐久平駅（東京方面の参加者解散）→佐久 IC→横川SA→資料館

15：30～16：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        18：40

黒耀石のふるさとと
「焼町式土器」を訪ねて

黒耀石のふるさとと
「焼町式土器」を訪ねて
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星糞峠の遠景

「ほしくそとうげ」…音だけでは何ともいえない響き
を持つ地名ですが、その由来は峠のあちこちに散乱した
黒耀石の破片がまるで星くずのようだったことからつい
たといわれています。この星糞峠付近と、その眼下に広
がる鷹山地区には、岩宿時代から縄文時代にかけての石
器製作に関する遺跡が数多く分布しており、度重なる発
掘調査で当時の様子が明らかになってきました。

星糞峠の黒耀石採掘坑址
（手前の窪み・破線部）

星糞峠付近の山の斜面には、たくさんのくぼみを見
ることができます。これらのくぼみは縄文時代の人々
が黒耀石の採掘を行った跡と考えられています。採掘
坑は確認されている数でも 195 ヶ所あります。縄文時
代の人々はここから黒耀石を採掘し、石器作りに使用
したと考えられています。また、星糞峠から付近の川
に流れ出た黒耀石の原石は、岩宿時代の人々によって
石器作りに使用されました。その石器作りを行った遺
跡が峠の麓の鷹山地区に多く残されています。
こうした岩宿時代・縄文時代の遺跡の調査成果の公
開と同時に黒耀石の研究をする施設として黒耀石体験
ミュージアムが建設されています。まだ開館してから
間もない新しい博物館です。

【長長門町原始古代体験ロマン館・浅間縄文ミュージアムと焼町式土器】

「焼町式土器（やけまちしきどき）」は表題脇の写真
にあるような土器で、縄文時代中期に作られた土器で
す。今回見学した長野県の長門町や御代田町などのほ
か、群馬県でも赤城村や北橘村のほか、笠懸町からも
出土しています。
特に今回見学した「浅間縄文ミュージアム」で展示
している川原田遺跡から出土した土器は、その他の遺
物も含めて一括で国指定重要文化財に指定されていま
す。通常はガラスケース越しの見学ですが、今回は特
別に３体の土器に限り、ケースから出して見ることが
できました。通常の見学ではできない体験に、参加者
も興奮気味のようでした。

食い入るように土器を見学！
（浅間縄文ミュージアムにて）

星糞峠
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定例の活動

黒耀石

石器勉強会
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博物館見学

石器作り指導
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　煮炊きのできる「使える土器を作ろう」と発足した土器作りサークルは、平成 17 年度で９年目を迎え

ました。今までに深鉢を中心にして様々な器形や文様の土器を作っていて、実際に煮炊きをして使ってい

ます。その他には、土器作りの勉強会や土鈴・土笛などの小物作り、県内外の博物館などの見学会、資料

館や友の会行事の参加やボランティア活動など、年間を通して様々な活動を活発に行っています。

５月16日に「浅間縄
文ミュージアム」へ行
ってきました。ここに
展示されている焼町土
器は4500年前の縄文中
期の土器で、浅間山麓の長野県御代田町・川原
田遺跡から出土し平成11年６月７日に国の重要
文化財に指定されました。特別展示室に、四面
がガラスになっているケースに１点ずつ展示さ
れていたので、土器全体をよく見ることができ
ました。10 月の土器作りでは、この焼町土器を
作りました。

　毎年夏恒例の合宿をしての土器作りでは、縄
文時代の代表的な土器であり、土器作りをして

いる者にとっては、一度は作ってみたい「火炎
土器」を作りました。
　形は数時間で作れますが、その後の文様付け
には形を作る３～４倍もの時間を要しました。
そのため合宿前から作り始めた人や、合宿後も
作り続けた人もいて、想像以上の文様付けの大
変さを体験しました。それとともに、縄文人が
文様付けにこれだけ力を注いでいたのには何か

特別な思いがある
のではないかと考
えたり、縄文人の
土器作りの技の高
度さを実感できた
りと、貴重な土器
作りになりました。

焼町（やけまち）土器
長野県塩尻市・焼町遺跡で最初に発見された土器で、ドーナツ状の突起やV字型の突起、渦巻き状の曲線とそれに添う沈

線と列点刺突文などで飾られています。

焼町土器は、重要文化財に指定された御代田町の川原田遺跡の他にも、長野県内浅間山南麓を中心に、松本・諏訪・伊那

地方などや、群馬県・新潟県・栃木県まで広く分布しています。

川原田遺跡
浅間山南麓の標高870～880mの舌状台地上にある遺跡で、平成2年に発掘調査が行なわれ、縄文前期･中期の集落が検

出されました。

特に注目されるのは、46軒の住居址からなる縄文中期の集落で、その住居址からは“焼町土器”のほか、土偶･土製円盤･

石鏃･石匙･削器･石錐･打製石斧･磨製石斧･石皿などが出土しました。
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平成 17 年度の活動は、年４回の土器作りを中心として、夏は恒例の１泊２日の合宿をして土器を作り
ます。また、土鈴・土笛などの小物作り、県内外の博物館などの見学会、資料館や友の会行事の参加やボ
ランティア活動も行います。５月、６月の活動については、すでに終了していますので、報告します。
　サークル活動は毎月第３日曜日の午前９時 30 分から午後５時までを基本としていますが、日時や活動
内容などが変更または追加になる場合があります。詳しいことは、友の会通信でお知らせする他に、サー
クル代表・若林正巳（0277-76-3840）または友の会事務局（0277-76-1701）までお問い合わせ下さい。

〈博物館見学〉
　５月 15 日（日）、福島県白河市の県文化財セ
ンター白河館（愛称まほろん）と栃木県なす風土
記の丘資料館湯津上館・小川館の三カ所の博物
館・資料館に行ってきました。
　『まほろん』は、「体験型フィールドミュージ
アム」で、年間を通して各種のイベントや実技講
座・文化財講座等が行われているようです。
　常設展示では、「遺跡から学ぶ自然と人間のか
かわり」をテーマに福島県内の遺跡から出土した
土器や石器を、実物と復元品を使って展示してい
ます。道具を直接手にとって見ることができたり、
映像やＩＴ機器がたくさんあったりと、興味や理
解を深められるように工夫されています。
　収蔵庫がガラス越しにのぞけるようになってい
て、縄文土器がたくさん見えました。大きくてす
ばらしい土器でしたが、ガラスから土器までの距
離が遠すぎて、細かい部分までは見えませんでし
た。収蔵庫の外部から庫内を見られる仕組みだと
はいえ、いくつかの土器だけでも近くに配置され
ていればと残念に思いました。
　野外展示は、体験広場を囲んで縄文の竪穴住居、
前方後円墳、奈良時代の高床式倉庫、平安時代の
製鉄炉、室町時代の館が復元されていました。
　竪穴住居は実際に発掘されたものを復元したと

のことで、そ
の大きさには
おどろきまし
た。この日は
天気がやや荒
れ模様で時々

雨が降ってきて、野外展示は落ち着いて見ている
ことができませんでした。
　『なす風土記の丘資料館・湯津上館』は、小さ
な資料館です。この時は企画展をしていたので常
設展示は見られませんでした。企画展は、栃木県
内の学校などが所有している出土品を一堂に集め
た展示でした。湯津上館のすぐ近くには、「水戸
黄門」で有名な徳川光圀が発掘した上侍塚・下侍
塚古墳があります。
　隣の小川町に『なす風土記の丘資料館・小川館』
があります。縄文から平安時代の那須地方の歴史
文化遺産が展示されています。特に川崎古墳の石
室の模型や東山道のはぎとり復元が印象に残って
います。

〈６月の土器作り〉
６月 18 日・19 日の２日間にわたり今年度第
１回目の土器を作りました。
　今年度の土器作りサークルのテーマは、「笠懸
町の土器をつくる」で、町内から出土した土器で
資料館が所有している縄文土器を見本にして製作
することにしました。
　このサークルが発足した当初の頃は、笠懸の実
物の土器を見本としていくつかの土器を製作しま
した。やがて、書物やポスターの写真を見て全国
の有名な土器を作るようになりました。昨年は念
願の火焔型土器の製作に挑戦しました。
　しかし、写真を見て土器をつくることには、い
くつかの問題点があります。写真に写っている面
の裏側がどんな模様になっているか分からないこ
ともそのひとつです。「作りたい」と思う土器が
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あっても、裏側が分からなければ作れません。幸
いに資料館には土器の裏側まで見える展開写真が
載った書物がありますので、今まではそれを見て
作ってきました。
　けれど、裏側が分かるだけでは不完全です。写
真の歪みや細部の造形など、よく分からない箇所
があり、土器全体の形や模様を完全に把握するこ
とはできません。したがって、実物を目の前にし
ての製作にはどうしてもかなわないのです。
　今年は初心にかえって、実物の土器をよく見て
作ることにしました。今回みんなが製作に取り組
んだものは、比較的小さな土器だったので、２～
３個作ることもできました。他に、釣手土器もみ

んなで手
分けして
５～６個
作りまし
た。

〈７月・土器焼きと粘土の仕込み〉
　７月17日に、６月に作った土器を焼きました。
　午前９時の時点では曇っていて、雨が心配で土
器を焼くか否か迷いましたが、準備を始めるとい
くぶん天気がよくなってきました。とはいうもの
の、前日に降った雨で地面は濡れていて、燃料も
湿気っているので、火をつけるのに苦労しました。
その上、地面を乾かすのにも時間がかかります。
幸いにも今回は、作品が全部小さかったため、焼
きはじめると短時間で焼きあげることができまし

た。
　午後は、８
月に合宿で作
るための粘土
を仕込みまし
た。

４月18日　粘土の仕込みと土鈴・土笛作り
５月16日　博物館見学「浅間縄文ミュージアム」
５月23日　土鈴・土笛作り
６月19日　土器作り

６月20日　土器作り
７月18日　土器の野焼きと粘土の仕込み
８月21日　火炎土器を作る（１泊２日の合宿）
　　 22日　　〃
９月19日　土器の野焼き
10月16日　焼町土器を作る
　　 17日　　〃
11月14日　土器の野焼き（岩宿ムラ収穫まつり）
12月５日
～１月16日　第８回友の会展示
１月16日　粘土の仕込み
２月19日　土器作り
　　 20日　　〃
３月27日　土器の野焼き（カタクリさくらまつり）

４月17日　粘土仕込み・小物づくり
５月15日　博物館見学「まほろん」「なす風土記の丘」
６月18日　土器作り
　　 19日　　〃
７月17日　粘土仕込み
８月20日　土器作り（合宿）
　 　21日　　〃
９月18日　土器焼き・粘土仕込み
10月８日　土器作り
　　 ９日　　〃
11月13日　土器焼き（岩宿ムラ収穫まつり）
12月４日
～１月15日　　　第９回友の会展示
１月15日　粘土仕込み・次年度計画
２月18日　土器作り
　　 19日　　〃
３月26日　土器焼き（カタクリさくらまつり）
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　土器作りサークルでは、平成10年３月から土鈴や土笛などの小物を資料館のミュージアムシ
ョップで販売しています。
　これらのグッズは、遺跡からの出土品を参考に、１つ１つ手作りしています。素朴でとても
可愛いと、人気があります。販売当初から少しずつ種類を増やして、現在５種類のグッズを販
売しています。
　古代の人たちが作って使っていたものを知ってもらうとともに、見学の記念やお土産として、
いただけたらうれしいです。
　グッズの販売を通して、来館者に「土器作りサークル」を知っていただけたら、と思ってい
ます。

グッズの種類（各１個３００円）
土鈴・土笛・土偶ペンダント・仮面型土製品・おどる埴輪
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　夏の体験学習教室「岩宿人にチャレンジしよう」が今年
も行われました。石器作り体験の後は、肉を“ほお葉”で
包む「石蒸し料理」をメインに、イノシシ鍋やソーメンな
どが夕食を彩ります。テントで一夜を過ごし、迎えた朝の
メニューの中に、「岩宿風中華ちまき」があります。こども
たちにも「おいしい」と人気がある料理です。この料理は、
手軽に作ることができますので、皆さんも作ってみてはい
かがでしょうか？

材料　もち米（３カップ）、干しいたけ（４

枚）、古代米（大さじ２）、イノシシの

肉または豚肉（100 グラム）、ゆで竹

の子（100 グラム）、干エビ（大さじ

２）、長ネギ（１～２本）、松の実（適

量）※、クルミ（適量）※。

※ 無ければいらない

調味料　本だし（５cc）、砂糖（大さじ１）、

しょう油（大さじ２）、食塩（小さじ

1/4）、干しいたけのもどし汁（1と 1/2

カップ）、サラダ油（大さじ３）

包むもの　竹の皮

作り方

①　研いだもち米４～５時間浸したあと、水

気を 40 分ほど切る。（古代米は４時間多

く浸す）

②　干シイタケはお湯でもどす。

③　もどした干シイタケ、肉、ゆで竹の子、

を小さめに切る。（角切り）

　長ネギは５ミリほどに切る。

④　鍋を中火にかけ、サラダ油で長ネギを炒

ちまきの包み方

完　成　！



- 15 -

める。香りが出てきたら③を入れて、炒め

る。

⑤　④に砂糖、しょう油、食塩、干しいたけ

のもどし汁、本だしを入れて煮汁がヒタヒ

タになるくらい煮詰める。

⑥　松の実とクルミを入れ、もち米を入れて

煮汁が無くなるまで炒める。

⑦　用意した皮に、15 等分して包む。

⑧　蒸し器にかけ、30～35 分で蒸しあがる。

蒸し器より出して 10 分くらい置くと味が

安定して良くなります。（すぐにでも食べ

られます）

　今年はエゴマの栽培をする事にしました。

　事のはじまりは、日本エゴマの会の大西さ

んと知り合ったからです。私は長いこと心の

中で、「エゴマを手に入れることはできない

だろうか」と考えていました。もしエゴマが

手に入れば、ぜひとも調理を試してみたかっ

たのです。

　それは意外と近くにありました。

　笠懸で何人か作っている人がいたことが分

かりました。その上、エゴマを持っていると

いう人もいました。しかし油を採るほどは手

に入りません。食べたり、灯にともしたりす

る為には、やはり自分たちで作るしか方法は

ないようです。そこで、さっそく友の会の人

から畑を借りて、エゴマを栽培する事にしま

した。

　今年の体験学習では、キャンプの時にエゴ

マの油を灯してみました。土器作りサークル

の人たちが作ってくれたランプと大西さんが

提供してくれた油を使いました。下の写真は

その時のものです。
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　平成の大合併に
より古くからの地
名、歴史的な意味
のある地名が消え
ています。そんな
中で笠懸町も平成
18 年３月 27 日に
周辺町村と合併し
「みどり市」とな
ります。古い地名
には、その地名が
つけられた由来が
あります。そうい
ったものが時代と
ともに忘れられて
行く前に、後世に
伝えていきたい。
そんな思いで民俗

伝承研究会では笠懸町の地名を掘り起こし
ております。

笠懸町は明治 22 年（1889）に、阿左美
（あざみ）村、鹿（しか）村、西鹿田（さ
いしかだ）村、久宮（くぐう）村の四ヵ村
が合併して誕生しました。（当時は「村」で、

平成２年より「町」になる。）現在でも旧村
名が大字として残っています。
　西鹿田村は『笠懸村誌』によると「元和
２年（1616）徳川家康及び秀忠に仕えた旗
本久永源兵衛重勝の所領となり、以後久永
氏の支配下にあった。寛文郷帳以後村高は
500石（水田237石、畑263石）と一定し
ており、文政10 年の家数は80 軒と記録さ
れている。」とあります。
　西鹿田には、天明・寛政期（1790 年頃、
およそ 215 年ほど前）の絵図が残されてお
りました。また西鹿田には、「区有文書」と
いう地区の人たちが申し送ってきた古文書
も大切に保管されていましたので、昔の地
名を探るのに大変手助けになりました。

　寛政期の絵図にある小字名は、重複を除
くと約90あります。それと文久２年（1862
年）の畑方名寄扣帳の小字・耕地名を比較
しようと試みました。その耕地名は、上組
（70）、中組（36）、下組（81）、計 187 カ
所が上げられており、判読の結果、60 カ所
が読み解けました。
　絵図から名寄帳まで70年、名寄帳から現
在まで 140 年、この長い年月を過ぎた今日
であっても、小字名や耕地名のいくつかが
地元の人の口の端に上ることがあるようで、
地名は生きていることをつくづく実感しま
した。
　また、現地調査を２回に分けて行い、絵
図に書かれている小字などを辿って歩いて

鹿 阿左美

西鹿田

久宮
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みました。昔が一番残っていると思ってい
た西鹿田でさえ、その面影は無くなりつつ
あります。

　友の会展示には、寛政期の絵図を原寸大
に印刷して展示しました。また、畑方名寄
扣帳を元にして、明治11年の地図に宅地・
田・畑・山林などを色分けしたものも展示
しました。それに加えて現在の地図を比較
し、西鹿田の変遷を地図でたどれるように
しました。

西鹿田の研究は、友の会展示において一
つの区切りとしました。サークルでは、今
後の活動をどのように進めるか検討しまし
た。「西鹿田について、もっと深く追求して
いきたい。」という意見と「笠懸町の別の地
域について調べたい。」という意見がありま
したが、昔を知る世代が存命中に、阿左美・
鹿・久宮についても調べておいた方が良い
のではないかということで、皆の意見がま
とまりました。
　平成17年度は、「鹿」「久宮」の地名研究
を前提に検討した結果、まず「鹿田山から」
ということになりました。
　今回は座学を後回しにして、目で見て体
で感ずることを優先し、鹿田山の南（山際）
を中心に散策しました。
　２月の郷土史講座で、横浜市歴史博物館
の前沢和之先生より「上野国分寺をめぐる
寺院と仏者」と題する講座があり、創建時
の国分寺の瓦が笠懸町の「鹿の川（かのか
わ）窯」と「山際窯」で生産されたと聞き、
胸躍る思いで窯跡をたずねました。
　山際には鹿田山の南麓に沿って民家が並
び、その裏山には修験・農耕信仰などに関
する石宮・庚申塔・五輪塔などがたくさん
残っております。「はくさん様」「泉光寺跡」

鹿田山 岩宿遺跡
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跡」「弘法の井戸」「雷電様」「石尊様」「富
士講碑」「子育地蔵堂」「赤城神社」「清泉寺」
「とおかん森の稲荷様」など、今後の研究
にはうってつけの場所であります。
　一方、山際窯跡は見るも無惨に崩れ落ち、
国分寺金堂の屋根瓦を葺いた誇りは微塵も
残っていないのは残念でなりません。
　次回は山の北側（吹上・清水）を歩いて
銅山街道が笠懸野をどんな道筋で通ったか
につなげていく予定です。
　鹿田山の資料は、『笠懸村誌』資料編、『鹿
田の伝説』（石原義令・大正３年）のほか、
『太田・新田の伝説』（高橋光枝・あかぎ出
版）などから集めています。

　前述のとおり、地名の研究は２～３年の
うちに笠懸町内を一周しようと思っていま
すので、あまり深く追求した訳ではありま
せん。途中で切り上げた感があろうかと思
いますが了承ください。
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高橋会長が、知人から分けてもらった種
籾がきっかけで、古代米栽培をはじめるこ
とになりました。まず休耕田を借りること
になりましたが、鹿の川（かのかわ）の松
島さんのご厚意で、鹿の川沼の下に 1.5 ア
ールの田んぼを借りることができました。
　下準備は、現役の農家である橘内さん（友
の会・監査）を中心に行い、「赤米」「黒米」
「緑米」の３種を播種、田おこし、代かき
と進めます。久しぶりに田んぼに入る人、
初めて手植えをする人など、「古代のロマン
に浸るのは苦労がいるね」などと和気あい
あいの内に田植えも終わり、古代料理研究
会の手作り料理で「田の神様」に豊年を祈
願しました。
　稲は手刈りして、駐車場に「はざ架け」
して収穫祭りに備えました。11 月 14 日の
収穫まつりには、千歯扱き、足踏み脱穀機、
唐箕などの古い農具を使って、来場者共々
秋を楽しみました。
　収量は想像にまかせますが、春のカタク
リさくらまつりで販売できるまでになりま
した。（これが民俗伝承研究会の収入源とな
ります）
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　５月 21 日に、ＮＨＫの番組内で友の会活動が紹介
されました。
　放送は関東圏の『おはよう首都圏』（毎週土曜日７
時 30 分～８時 13 分）の中の「ふるさとすてき旅」
というコーナーで、「太古のロマン息づく“遺跡の町”
群馬・笠懸町」と題し、笠懸町の人々にとって考古学
はとても身近な存在だとのコンセプトで放映されまし
た。
　放送内容は次のようでした。
・スタジオでの紹介トーク（約30秒）
・岩宿遺跡と、東武桐生線の阿左美駅ホームに保存さ
れている縄文時代の住居跡の紹介。（約１分30秒）

・町内で石器の収集をしている星野さん。（約１分 5
秒）

・笠懸東小学校での竪穴式住居復元の取り組み（約１
分５秒）

・岩宿文化資料館での体験学習（約3分30秒）
・スタジオでのトーク（１分40秒）

　10 分ほどの放送のうち、後半の体験学習とスタジ
オトークの５分余が友の会活動に関連するものでした。
　この企画は、当初資料館を紹介する予定でしたが、
番組ディレクターが事前調査をしていて、友の会活動
に関心を持ち、友の会に取材の依頼をするという経緯
がありました。
　収録は５月 14 日で、この日はちょうど千葉県の学
校が石器作り体験に訪れるということもあり、石器作
り体験と古代料理の様子を撮影しました。
　放送後には、資料館に問い合わせの電話が何本かあ
りました。また、21 日の放送は関東エリアのみでし
たが、その後全国エリアでも数度放送されたとのこと
です。

思えば初めて土器を作ったのは中学３年の時、それも
焼かなくて作れる教材用の粘土でした。
その後、自然の粘土で作りたくて山に粘土を採取に行
きました。しかし、粘土にまったく知識がなく、赤土
を粘土と間違えて採取し、砂を混ぜるということさえ
も知りませんでした。結局、形も作れないほどの赤土
だけで、小さな土器を作りました。焼いたら見事にボ
ロボロに壊れてしまいました。
高校の時はテラコッタという粘土で作って電気窯で焼
いてもらっていました。
そして、本格的に自然の粘土で「使える土器」を作り
始めたのは 20 代前半に土器作りサークルが発足して
からでした。
来年度は、土器作りサークルで活動を始めて 10 年目
になるので、本格的に火炎土器を作りたいと思います。
（す）

　編集委員の体制が変わりました。今までの編集委員
の他、各サークルから編集委員を出してもらいました。
編集長は私、石器作りサークルの金子がやらせていた
だきます。
　一昨年は友の会10周年記念の合冊を編集するため、
そして昨年は私の仕事上のことで、会報の発行回数が
少なくなってしまい、会員の皆さんには会の情報が滞
って迷惑をかけました。今後は新たな体制で年２回の
発行を目指します。
　次回、第19号は２月頃の発行です。（Ｍ）

「器用」
関口さんを一言で表すなら、この言葉を否定する人
は、いないでしょう。
石器作りサークルと土器作りサークル、ふたつのサ
ークルを股にかけ、どちらも第一級品のモノを作り出
す。
今や、関口さんの存在なしでは年間9000 人もの体
験学習を受け入れることは難しい。
本文でも触れたように、今年度の総会において資料
館より感謝状を贈られました。おめでとうございます。

印刷日　2005年8月19日
発行者　笠懸野 岩宿文化資料館・友の会
編　集　友の会会報編集委員
　友の会事務局（笠懸野 岩宿文化資料館内）
　〒379/2311
　群馬県新田郡笠懸町阿左美1790-1
TEL　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703
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