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 2005 年 10月 15日～16日 

参加者：２５名 
 今年度の史跡見学会は、一泊二日で山形県に行って来ました。泊まりの見学会は、1997

年の宮城県、2000 年の箱根に次いで３度目になります。当日の天気予報は雨。しかし

移動のバスの中では降られましたが、見学中に降られることは一度もありませんでした。 

 

一、うきたむ風土記の丘 

 朝７時に資料館を出発したバスは、佐野

藤岡 I.C.から高速道路に乗り、山形を目指

します。二度の休憩と昼食をはさんで、最

初の目的地「うきたむ風土記の丘考古資料

館」に到着したのは、午後１時過ぎ。資料

館を出てから、およそ６時間の旅でした。 

 

 「うきたむ風土記の丘考古資料館」は平

成５年（1993）に山形県と高畠
たかはた

町が建設し

た山形県唯一の考古博物館です。県立の資

料館ですが、管理は高畠町が行っており、

置賜地方全体の資料を常設展示で、他の地

域の展示は企画展示で行っています。 

 

 館内に入ると、ロビーでは本物の石器や

土器に触れられるコーナーがあり、東北地

方に特徴的な頁岩製の石器や亀ヶ岡式土器

など自分の手に取って見ることができ、み

なさん興味深く見ていました。 

ロビーには岩宿時代からの時代の流れが

簡潔にまとめられた展示があり、常設展示

室に入ると、中央に縄文時代の住居が復元

してあったのが印象的でした。 

館内は、館長の佐藤鎮雄先生が一つひと

つの展示を丁寧に説明されました。 

 

ところで、「うきたむ風土記の丘考古資料

館」という名前で、まず気になるのが「う

きたむ」という言葉ではないでしょうか。

鶴岡市 

上山市 

 越中山遺跡群 

 致道博物館 

高畠町 
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屋外に復元された住居 

館長の説明に耳を傾ける 

この地方の遺跡や出土物にも大きく関係し

てくるので、少し説明を書かせてください。 

 

山形県は大きく分けて「庄内」「最上」「村

山」「置賜」の４つの地方に分けられ、その

中の１つ「置賜（おきたま）」の語源になっ

たのが「うきたむ」です。 

「うきたむ」とは『日本書紀』の持統天

皇３年に、「陸奥国優嗜曇郡」と出ているの

が初見の古地名です。「置賜」という文字は、

京の人が現地の言葉を「おきたま」と聞き

違え、「置き賜る」という文字を当てたので

あろうとのことです。 

ちなみに「置賜」という文字は、江戸時

代に上杉藩から勘定方へ提出した「出羽の

国置賜郡村仮名附帳」に登場しています。

そこには「ヲイタマ」と訓が振られていま

す。現在でも地元では「おいたま」と読み、

奥羽本線の「置賜駅（おいたまえき）」や「置

賜紬（おいたまつむぎ）」などでその名称が

残っています。 

 次に、「うきたむ」の意味ですが、『常設

展示ガイド』によると、アイヌ語で、 
Ｕ    Ｋ ａ ｙ    ｔ ｏ ｍａ ｎ  

互いに 流動している 湿地 

または 
Ｕ   Ｋ ｉ  ｔ ａ ｍｕ  

広い  葭芦  谷地 

となるそうで、湿地や谷地を示しているこ

とがわかります。 

 実際に、高畠町の北西部から南陽市東部

にかけて、1000 万平方メートルの広大な湿

地があり、近世になり治水工事が行われる

までは不毛の土地だったそうです。 

 そんな土地で発見されたのが、この資料

館の目玉でもある「押出（おんだし）遺跡」

です。 

さて、ここからは「押出遺跡」について

紹介します。 

この遺跡は谷地という土地と大きく関係

のある遺跡です。 

発見された住居は、縄文時代に一般的な

竪穴式住居ではなく、平地式や掘建柱建物、

高床式建物といったものであり、館内に復

元されている押出遺跡の住居も、土を大き

く盛ったり、小さい柱を多くしたりと、そ

の構造自体が谷地に合わせた作りをしてい

ます。 

 そして何よりも、国指定重要文化財の彩

漆土器です。 

大谷地であるために、泥炭層に覆われて、

通常では残ることのない木器類や漆製品が

多数残されており、その中に彩漆土器があ

りました。漆は土器に限らず、木器にも施
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されており、漆塗りの櫛までありました。 

ところで、この漆製品ですが、どうも「た

またま泥炭層だったから見つかった」とい

うわけでもなさそうです。というのも、ど

うやらこの谷地は、漆塗りにはうってつけ

の場所らしいのです。 

漆塗りは温度と湿度が一定する必要があ

ります。そして漆を乾かすときは、高温多

湿にしなければならず、現代でも漆の乾燥

にはストーブにヤカンをかけた部屋で行い

ます。それは「乾かす」という表現を使い

ますが、実際には、空気中の水分と漆が反

応することによって、漆が固まるからだと

いいます。 

そんなことから、押出遺跡周辺の「うき

たむ」の低湿な土地は、漆塗りに適してい

たのでしょう。 

押出遺跡からはその他にも「縄文クッキ

ー」と言われる炭化物も出土しています。

この炭化物を科学的に分析したところ、材

料には栗・クルミの粉、鹿・猪・野鳥の肉、

猪の骨髄と血液、野鳥の卵などが含まれて

いて、しかも、発酵までさせていたとのこ

とです。（この分析結果については異論もで

ています。） 

 

二、日向洞窟 

 次に訪れたのは「日向（ひなた）洞窟」

です。 

 「うきたむ風土記の丘」からは直線距離

で４㎞ほどの位置で、周りはブドウ畑が広

がっています。さすが「高畠ワイン」の町！ 

 「日向洞窟」へは、駐車場が無いので道

路にバスを止めました（路肩は広くとって

あります）。そこから一般の住宅の脇を 150

ｍほど歩いていくと、人が立って入れるほ

どの大きな穴が目に飛び込んできます。さ

っそく中に入ってみると、穴は入り口から

急激に狭くなり、数人が入ればいっぱいに

なってしまいます。しかし奥には、狭いけ

れどもっと奥まで続いているような穴が開

いていました。 

 

高畠町には「日向洞窟」「火箱岩洞窟」「一

ノ沢岩陰」「大立洞窟」の４つの洞窟が国指

定史跡になっている他、「尼子岩陰」「観音

岩洞窟」「神立岩陰」が町指定の史跡となっ

ています。 

昭和 30 年に日向洞窟が発掘されたとき、

当時日本最古の土器が発見されました。 

 日向洞窟はとても長い期間利用されてい

たようで、縄文草創期の土器から、縄文後

期、弥生時代、古墳時代、平安時代の異物

が出土しました。また貝類、魚類、鳥類、

日向洞窟 
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収蔵品の解説をする渋谷先生 

けものなどの骨も出土しました。 

 

ちなみにバスを止めた場所は「日向洞窟

遺跡西地区」呼ばれ、道路の拡張工事の際

に縄文時代草創期の石器や土器が多数出土

し、特に石器は剥片や砕片の集中が随所に

あり、石器製作の跡と見られています。 

 

三、山形県埋蔵文化財センター 

１日目の最後の目的地は「山形県埋蔵文

化財センター」です。ここでは５月の総会

で講演をしていただいた渋谷孝雄先生が、

多くの石器や土器を出して待っていてくれ

ました。 

余談ですが、この旅行に参加した人はあ

るいは覚えているかもしれませんが、日向

洞窟までの行程はじつに順調に進んでいま

したが、埋文センターへの道中、事故によ

る大渋滞があり、30 分ほどで到着する予定

が１時間もかかってしまいました。 

    

財団法人山形県埋蔵文化財センターは、

平成５年４月に設立され、その年の 10 月に

旧県立上山農業高等学校に移転し、現在に

至っています。高校の校舎をそのまま利用

しているため、なんとなく懐かしさがこみ

上げるような気がします。学校の校舎を使

っているといえば、2000 年の史跡見学会で

訪れた佐久市教育委員会も廃校を使用して

いました。 

 

 埋文センターに入ると、まず目に飛び込

んでくるのが重要文化財に指定されている

西ノ前遺跡（舟形町）の土偶です。高さ約

45 ㎝は、現在のところ日本最大の土偶です

（ここにあるものはレプリカです）。その他、

玄関のスペースには「良いものだけ」を並

べてあり、その狭いスペースからなかなか

離れられない雰囲気がありました。 

 部屋の中には、私たちのために石器や土

器を出しておいていただきました。ケース

越しではなく、実際に手にとっ

て見ることができるのが、史跡

見学会での一つの特徴でしょう。 

 遺物は、石器と土器が別の部

屋に用意してありました。石器

に興味のある人は石器部屋、土

器に興味のある人は土器部屋に

と分かれて、それぞれ時が経つ

のを忘れて見させていただきま

した。 

 ここで石器はどのようなもの

があり、土器はどのようなもの

があったのかを説明したいとこ

ろですが、私は土器部屋には足

を踏み入れていないので、土器
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上山城 

ズラリと並んだ石器の数々 

についてはまったく書けません。したがっ

て公平を期すためにどちらも書きません。 

 

四、上山城 

こうして１日目の見学が終わり、かみの

やま温泉「ニュー村尾」に到着しました。

ホテルの紹介は長々と書いても仕方がない

でしょう。夜は宴会で盛り上がりましたが、

酔っぱらい写真の掲載は自粛します。 

 

気になった人もいると思われるので、ホ

テルのすぐ隣にあったお城について調べた

ので書きます。 

このお城は「上山城（かみのやまじょう）」

といい、歴史・自然科学・産業の資料を展

示する郷土博物館として昭和 57 年（1982）

に築城されたものです。天守閣は、旧城の

建造物とは関係がなく、場所も旧城の二の

丸の南にあたるそうです。 

上山は羽州街道と米沢街道の分岐点に近

くて、山形の最上氏と米沢の伊達氏がしば

しば衝突し、最上氏と伊達氏とで何度か主

を変えていて、徳川の時代になっても城主

の交代がありました。 

参考までに時系列にそって列挙します。 

・ 室町時代 

里見（最上）、小梁川（伊達）、武永（最上）、

里見（最上） 

・ 徳川幕府 

徳川幕府により最上氏改易、能見松平、蒲生、

土岐、金森、藤井松平（明治に至る） 

上山の地にお城が築かれたのは、里見氏

（室町時代）の時が最初で、虚空蔵山（上

山市役所の北西約 1.1ｋｍ、標高 354ｍ）に

築いた山城が最初でした。その時は高楯城

または亀ヶ岡城と呼ばれていましたが、武

永の時代に現在の地に築城し、上山城（上

ノ山城）または月岡城と呼ばれました。土

岐氏の元禄５年（1692）に一時廃城となり、
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最上川河原で、頁岩の採取 

幕府の命により城の建造物は跡形もなく破

壊され、現在の天守閣築城までの 290 年間、

天守なき城でした。 

 

五、頁岩
けつがん

 

 見学地でもない上山城の説明を長々とし

てしまいました。 

 さて、二日目です。ホテルを出発し、鶴

岡市の致道博物館に向かう途中、寒河江市

の最上川に降りて頁岩の採取をしました。 

 最上川は長さ 229 ㎞、流域面積は 7039 平

方キロ。山形県の 76％の土地の水が最上川

に注ぐと言われています。平安時代に書か

れた「和名類聚抄」という辞書に「モガミ」

は「めずらしい岩石の多いところ」と記さ

れているそうで、頁岩の他にも花崗岩
かこうがん

、花崗
か こ う

閃
せん

緑岩
りょくがん

、安山岩
あんざんがん

、流
りゅう

紋岩
もんがん

、火山
か ざ ん

礫
れき

凝灰岩
ぎょうかいがん

、

礫岩
れきがん

、チャート、片
へん

麻岩
ま が ん

、珪
けい

化石
か せ き

、瑪瑙
め の う

な

どがあります。これは、400 とも言われる

支流から絶え間なく岩石が運ばれているた

めです。 

 さて石拾いですが、これがなかなか難し

いものです。先ほども書いたように、いろ

いろな種類の石があるので、どれが頁岩な

のかが分かりません。それらしいものを拾

っては「これはどうですか？」と人に聞き

ます。 

一行 25 人の中で、特にこの場所で目を輝

かせていたのが私を含めた「石器作りサー

クル」の面々です。これぞと思った石は、

とにかく割ってみる。それには理由があり

ます。私たちはここで採取した石をインテ

リアにするつもりはありません。この石で

石器を作りたいのです。そのため、表面だ

けでは分からない石の内部の状態を見たい

のです。なるほど頁岩はたくさんあります。

しかし石器にできそうな石というと、めっ

たにありません。お仲間林遺跡や越中山遺

跡で使われているほどの良質の頁岩は、誰

も採取できなかったのではないでしょうか。 

後日、石器作りサークルでは、このとき

採取した頁岩で石器作りをしました。いつ

も割っている黒耀石より硬いので、なかな

か上手には割れません。できた作品は 12 月

からの友の会展示に出展されましたので、

見た方もいると思います。 

 

六、致道
ち ど う

博物館 

バスは、県東側から宮城県との分水嶺と

なる奥羽脊梁山脈を越えて、日本海側の鶴

岡市にはいります。鶴岡市はこの旅行のわ

ずか２週間前の 10 月１日に、庄内地方の南

半分にあたる鶴岡市・藤島町・羽黒町・櫛

引町・朝日村・温海町が合併し、新「鶴岡

市」となっていました。 

鶴岡市に入り、致道博物館に到着しまし

た。 
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致道博物館（写真は旧鶴岡警察庁舎）

国指定名勝・酒井氏庭園 

関雎堂でのひととき 

致道博物館は、1950（昭和 25）年に旧庄

内藩主酒井氏が土地建物および伝来の文化

財などを寄附し財団法人が設立され、昭和

27年博物館法による博物館施設として運営、

昭和32年1月財団法人致道博物館と改称さ

れ、現在に至っております。「致道」の名称

は庄内藩校「致道館」に由来したものです。 

  酒井氏は、徳川四天王の筆頭酒井忠次を

祖とし、三代忠勝が 1622（元和８）年入部

してから明治の版籍奉還まで一貫してこの

地に居住し、産業経済の振興とともに領民

の徳化につとめ、ゆたかな国づくりに尽く

してきました。 

致道博物館の地内は、鶴ヶ岡城の三の丸

にあたり、古くは庄内藩の御用屋敷で、 広

壮な屋敷がありました。現在は幕末に建て

られた藩主の隠居所である御隠殿とよばれ

る建物の一部が残っています。奥座敷から

望む古庭園は作庭年代も古く、書院庭園と

して国の名勝に指定されています。構内に

は重要文化財旧西田川郡役所、県文化財旧

鶴岡警察署庁舎の２棟の明治建築と重要文

化財旧渋谷家住宅が移築保存されています。 

これらの建物を利用して考古、歴史、民

俗資料などをテーマ別に常設しています。

特に民俗資料の保存には力を入れ、現在８

件 5350 点の 資料が国の重要有形民俗文化

財に指定されています。 

以上の説明でもわかるように、この博物

館には見所が多く、とても１時間の見学時

間では足りません。 

足早に展示を見て回る人、茶室（関雎堂）

でゆっくりと茶を喫する人と、さまざまだ

ったようです。 

「重要有形民俗文化財収蔵庫」の中に、

全長 18.7 メートルの川舟が展示してあり

ました。どうやって展示室に入れたのかと
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越中山遺跡群 米の粉の滝 

いうと、二階の床が抜けるようになってい

て、舟を入れた後に床を入れたとのことで

す。これは高橋会長が、博物館の人に聞い

た内容をバスの中で披露したものです。 

 

七、越中山
えっちゅうやま

遺跡群 

最後の見学地は「越中山遺跡群」です。

山形自動車道の庄内あさひ I.C.を降りて

すぐ、高速道路の脇にあります。 

日本の旧石器時代研究は、岩宿遺跡から

始まりましたが、東北地方の旧石器時代研

究は、この遺跡から始まりました。この遺

跡の名前にはアルファベットがついていま

す。それにはそれぞれ意味があります。 

「越中山Ａ遺跡」 

 両面調整の尖頭器を主体とし、先刃を組成

する石器群。1958 年に、東北地方で最初の旧

石器時代遺跡の発掘調査がされた遺跡。 

「越中山Ｓ遺跡」 

 湧別技法と幌加技法による細石刃石器群に

荒屋型彫器をともなう。「Ｓ」は「細石器」の

ローマ字表記の頭文字。 

「越中山Ｋ遺跡」 

 翼状剥片、同石核、国府型ナイフ形石器の
一連の瀬戸内技法関連の資料や角錐状石器。

「Ｋ」は「ナイフ（Knife）」の頭文字。 

 

 遺跡の現状は、遺跡らしいものは何もあ

りません。朝日村（現・鶴岡市）が建てた

案内板だけが、この地が越中山遺跡である

ことを物語っています。 

 

 すべての見学を終えて、「米の粉の滝ドラ

イブイン」で昼食です。「米の粉の滝」とは、

このドライブインの裏にある滝の名前で、

落差が約 25ｍで、梵字川に流れ落ちていま

す。落下する水が米の粉のように見えるこ

とからこの名で呼

ばれているとのこ

とです。 

「米の粉の滝ド

ライブイン」を１

時 15 分に出発し、

途中、古関 P.A、

阿武隈 P.A、佐野

S.A で休憩し、７

時 40 分に資料館に

到着しました。 

 

八、まとめ 

 ２日間とても充実した時を過ごしました。

資料館の小菅さんをはじめ、うきたむ風土

記の丘で熱心に説明していただいた館長の

佐藤先生、５月の総会での講演会から史跡

見学会での対応もしていただいた渋谷先生、

その他多くの方々に感謝申し上げます。 

 

最後に、この頁を書くにあたって、展示

図録や考古学関連の事典、インターネット

等を参照しました。 

金子実 
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岩宿ムラの 

 

 
岩宿ムラ 村旗 

平成 17 年 11 月 13 日、毎年恒例、年に

１ 度の秋の収穫祭りが岩宿ムラで開催され

ました。 

今年もいろいろな体験コーナーや、その

他売店等が設けられ、友の会各サークルの

メンバーを中心とした友の会のボランティ

アが各コーナーで指導や役目につき、来村

する人たちを楽しませました。 

収穫祭りにムラ人集まる！ 

黒曜石を使って石器作り。（上） 
石器が作れなくては狩りにはい

けません。料理もできません。 
獲物を仕留めるには力強く弓を

ひかなくちゃ（右） 

こっちは火をおこして

料理の準備中。（上） 
早く獲物を獲って帰ら

ないかなぁ・・・ 
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料理をするには土器が必要。

こっちでは土器焼きを実演

中。（上） 

石器のナイフだって簡単に

魚がさばけちゃう。 
驚きの切れ味に、みんなびっ

くり（上） 

獲物が獲れて、石器でさばい

て、炉に火がおきたらランチ

タイム。 
おいしいにおいにつられて、み

んなが寄ってきたよ。（下） 

 

～まが玉づくり～ 
お腹がいっぱいになったらおしゃ

れにも気を使わないとね。（左） 
ムラの中に売店も登場。(右) 
「お口直しにおやきやお茶はい

かが？」 

 

古代・・・とまではいかなくても、「収穫祭り」

ときたら、やはり穀物ということで、昔なが

らの稲の脱穀体験コーナーもムラの中に登

場。 
農業が機械化されて、姿を消してしまった昔

ながらの農機具たちが、往年さながらの活

躍をみせました。 
子供たちは見なれない道具たちにびっくり。 
米の一粒一粒まで人力によって作った昔の人

たちの苦労がしのばれます。 
まさに「天の恵みに感謝」で、「働かざる者、

食うべからず」ですね。 
各写真提供：岩宿文化資料館
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 毎年恒例となった友の会展示も、今回で第９回を迎えました。今回の展示は「見て さわって 楽しんで」

をテーマに、友の会各サークルの活動の中で作られた作品や研究発表の展示を行いました。 

平成 17年 12 月４ 日～平成 18 日１ 月 15 日 開催 

 

石器作りサークルは、活動を始めてから

10 年を迎えました。そこで、活動の中心
となっている石器作りのほか、石器の材料

になる原石の採集、石器作り指導の様子な

どの現在の活動の様子の紹介のほか、過去

にサークルメンバーが作った作品の展示

も行いました。 
また「さわれる」展示として、黒曜石の

原石や、石槍などを展示しました。 

これまでの友の会展示は、各サークルの研究テー

マを中心に行いました。 
今回の展示は、各サークル活動において作られた

作品を、題名のとおり、「見て」、そして実際に「さわっ

て」、そして「楽しんで」もらい、サークル活動に参加し

たときに感じる「感動」、「発見」を、見学にきていただ

いた方々にも体感してもらうのをコンセプトとしました。

なので、今回は「さわれる」、「楽しめる」展示を多く取り

入れました。 
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 土器作りサークルは「煮炊きので

きる使える土器を作ろう」を目標に

活動を行い、粘土の仕込みから土器

の野焼きまで当時の方法に近いやり

方で作品を作っています。 
 今回の展示では笠懸町内から出土

した土器をもとに製作したものを中

心に展示しました。 

 

 古代の衣・食・住の復原をテーマに活動す

る古代料理研究会では、活動の様子のパネル

展示をしました。特に今年度は「エゴマ」の

栽培を行いました。目的はエゴマを油や料理

の材料として使うためです。思いのほか苦労

した結果、写真のようにエゴマを収穫するこ

とができました（左写真）。 
 展示の期間中は、試食用のエゴマを用意し

希望者にふるまいました。 

 民俗伝承研究会は古代米の栽培、鹿田

山周辺の伝承について現地調査等を行

い、地道に活動を行っています。 
 特に、鹿田山周辺の伝承の調査は、現

地調査の結果報告のほか、大正時代にま

とめられた『鹿田の伝説』を現代の人間

にもわかるように訳したものを冊子に

まとめなおしました。特に今回はその冊

子を印刷し、販売も行いました。 
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友友友ののの会会会忘忘忘年年年会会会   
 

日 時 平成 17 年 12 月 18 日（日） 午後 12 時～午後２時 

場 所 資料館体験学習室 

会 費 1000 円 

参加者 26 人 

 

メニュー 

 石狩鍋・黒米のおこわ・黒米の餅・大豆あんこのお汁粉・エゴマのおはぎ・薬膳おやき・

鮭とウィンナーの薫製・どんぐりクッキー・お酒・漬物・柿のゼリー・ケーキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年恒例の年末最後の活動、友の会忘年会を行いました。この日は深夜に降った雪が数

㎝積もって凍り、風が強くて時折雪が舞う凄く寒い朝でした。こんな天気では毎年行ってい

る野外での忘年会は出来ないし、だいいち皆は集まるんだろうか？ と不安になってしまいま

した。 

 資料館へ行くとそんな不安は吹っ飛んでしまいました。場所は館内の体験学習室へ変更

し、古代料理研究会の皆さんがせっせと料理を作り、他の会員の皆はテーブルに料理を並

べたり近くの竹藪から切り出した竹で飲み物を注ぐコップを作っていました。恐るべし岩宿文

化資料館友の会！ そこまでしても宴を催すのか！ と思うほどの熱気でした。 

 毎年、新メニューが登場しますが、今年の忘年会では料理研究会で栽培したエゴマを使

ったおはぎを食べることができました。 
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友友友ののの会会会新新新年年年会会会   
 

日 時 平成 18 年１月 15 日（日） 午後 12 時～午後２時 

場 所 資料館体験学習室 

会 費 無料 

参加者 25 人 

 

メニュー 

 玄米の小豆粥・七草粥・緑米粥・おでん・黒米の大福・コンニャクの味噌田楽・ラフラ

ンスのゼリー・漬物・お酒・甘酒・みかん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年恒例の新年最初の活動、友の会新年会を行いました。この日は新年最初のサーク

ル活動の日でもあり、平成 17 年 12 月４ 日から開催している友の会展示の最終日でもありま

した。 

 忘年会の時の天気とは違い晴れて暖かく、料理は忘年会同様に古代料理研究会のベテラ

ン主婦の皆さんが前日から仕込んで作ってくれました。土器の器に盛られた古代米のお粥、

おでんなどの温かい食べ物から、ラフランスの冷たいゼリーまでバラエティー豊かです。 

 今回、新メニューとして登場した黒米の大福は、民俗伝承研究会が栽培した黒米を使っ

て作った 

もので、中に入っているアンコと同じくらい黒くて、程よい甘さで美味しかったです。 

 早くも、今年の忘年会、来年の新年会にはどんな新メニューが登場するのか楽しみにし

ています。 
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北海道視察研修旅行 
 

取手市 

埋蔵文化財センター 
 

１、北海道視察研修旅行 

 昨年９ 月に、北海道へ行って来ました。

2000 年、2003 年に続き石器作りサークルと

しては３ 度目の北海道旅行となります。 

過去２ 度の北海道旅行で、遠軽町の遠軽

考古学同好会と交流を持ち、現在石器作り

サークルで使用している黒耀石は遠軽の本

吉春雄氏から購入していたり、古代料理研究

会でも遠軽より食材を仕入れたりしています。

今回はその遠軽から急なお誘いがあり、行く

ことになりました。 

 以下、旅行の日程を紹介します。 

 
開催日：2005 年９ 月 14 日（水）～９ 月 17 日（土） 

参 加：石器作りサークル・古代料理研究会の有志５ 名 

 

行 程 

９ 月 14 日 羽田空港から女満別空港 
網走市内へ 

・女満別空港からレンタカーに乗り、

網走市へ 
・網走市立郷土博物館 
・モヨロ貝塚発掘現場、続縄文の住居

跡他（写真） 

 
・北方民族博物館 
・宿着 18:00 網走湖荘 

 

① 網走・モヨロ貝塚 
北方民族博物館 

② 知床五湖 
③ 遠軽町 
④ 赤石山 
⑤ 糠平 
⑥ 帯広百年記念館 
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９ 月 15 日 網走より知床半島・遠軽へ 

・斜里町立知床博物館 
・ウトロ発掘現場 
・知床五湖（写真） 
 

 

 

 

 

 
 
知床は、2005 年７ 月に世界遺産になりました 

 
・鮭の遡上見学（幌別川） 
・遠軽町先史資料館 
・宿着 18:00 夜遠軽館 遠軽考古学同
好会・本吉春雄様他６名の方々と懇親

会 
・遠軽町内ホテル 

 
９ 月 16 日 遠軽より白滝村・十勝三股 

・ 早朝、２班に分かれ、別行動 
オホーツク海へ ２名 
湧別川へ    ３名 

・ 白滝で合流 
黒耀石の産地として会報でも何度か

「白滝村」と紹介してきましたが、白滝

村は 2005年 10月１日をもって遠軽
えんがる

町・

生田原
いくたはら

町・丸瀬布
まるせっぷ

町と合併し、「遠軽町」

となりました。 
・転石の採集 
・赤石山 白滝村教育委員会（現白滝教

育センター）の松村さんのご案内で 
・十勝三股 タウシュベツ川 黒曜石散

布状況の確認 

・宿着 17:00 糠
ぬか

平
びら

温泉ホテル 
 
９ 月 17 日 糠平より帯広空港 

・帯広百年記念館 
・ 13:00 空路羽田へ 

 

２、取手市埋蔵文化財センター 

 12月６日、取手市埋蔵文化財センターで
行われていた「第 17回企画展 人間の発見-
常総台地の旧石器文化-」を見に行きました。
参加者は５名。 
 この企画展では、取手市内及び茨城県内

の旧石器遺跡の出土物を中心にしながら、

岩宿遺跡と相澤忠洋にもスポットを当てて、

12月３日には「相澤忠洋記念館」館長・相
澤千恵子氏を招いて「相澤忠洋と岩宿の発

見」と題する講演会も開催されました。 
 東原遺跡（取手市）の栃木県高原山産黒

耀石を使った槍先形尖頭器や、十万原遺跡

（水戸市）・寺畑遺跡（土浦市）の３～2.8
万年前ともいわれる茨城県内最古級の石器

などを興味深く見させていただきました。 
 また、特別に収蔵庫の中も見させていた

だき、取手市内の古墳から出土した埴輪や、

中妻貝塚の出土品などを見せていただきま

した。中妻貝塚は、一つの墓壙から 100体
以上もの人骨が発見されたということで

「101 体縄文人骨」とも呼ばれる人骨群が
あり、収蔵庫にはたくさんの人骨や動物の

骨がありました。 
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活 動 報 告  

2 0 0 5 年 ８月 ～200 6 年 １月  

 

８月 土器づくり 

20日（土）・21日（日）合宿で土器を作りまし

た。笠懸町から出土した土器を見本に製作しまし

た。その他、火炎土器、香炉型土器、人面土器

を作った人もいました。 

今回は合宿なので大型の土器が作られるだろ

うと思っていたが、予想に反して全員があまり大

きくない、高さ30㎝前後の土器でした。 

火炎土器を、なんと約 10 時間で完成してしま

いました。超高速の早業にびっくり。 

わたしが前回火炎土器を作った時は、火炎部

分の通称鶏のトサカを１ つ作るだけで半日かか

ってしまいました。一個の火炎土器を完成させる

までに３ 日間かかってしまったのに。 

 

 

９月 土器焼き・粘土の仕込み 

17 日（土）午前中、８ 月に作った土器を焼き

ました。午後、次回に作る土器の粘土を仕込みま

した。 

 

 

10月 土器つくり 

８ 日（土）・９ 日（日） 一人３ ㎏の粘土で

比較的小さな土器を作りました。 

 

 

11月 土器焼き 

収穫祭で、10月に作った土器を焼いた。 

 

 

12月 友の会展示の準備 

 

 

１月 粘土の仕込み 

２ 月18・19日に土器つくりの予定。 
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今年もドングリみそを作ったよ 
 毎年２ 月になると味噌作りです。今年は青大豆で作りました。 

大豆とドングリの割合は、大豆６ 、ドングリ４ です。だんだん味噌

がドングリ色になって来ました。 

また、ドングリ 100％の味噌は、１ ㎏ほど作りました。 

春のお祭りにはドングリみそを出しますよ。ちょっと甘塩っぽい味、

キュウリにつけると、とても相性がいいみたい。 

続・エゴマ報告 
 １ 月には油を絞る予定でしたが、種だけにするのが思いの外大変

な作業で、まだあまり進んでいません。毎週木曜日の午前中集まるの

ですが、でもいつか必ず油にしますよ。楽しみに報告を待っていて下

さい。 

おもちつき パート１ 
 きれいな黒米の100％の餅ができました。 

12月10日に子供たちの餅つき大会前に、どうしてもためしてみたい

事がありました。それは真っ黒い餅を作る事。近ごろお菓子屋さんで

黒米の餅が並んでいます。お店の人に聞いても知りませんとの返事。 

ふとした事から、ぬかと白い米でわけてみたらどうかと思い、ため

してみたら、モチモチとした伸びの良い品物ができあがりました。12

月８ 日の事です。10日に臼でついて食べました。 

子供たちは黒いもちを最初は恐る恐る手を出し、食べてみたらおい

しいと何回もおかわりをしていました。１ 月にはあんぴんもちにもしま

した。 

おもちつき パート２ 
 今度は同じように緑米で作ってみました。萌葱色したきれいなもち

が出来上がりました。 

緑米のもちはカタクリさくらまつりで、友の会の皆様に食べてみても

らうつもりです。楽しみにして下さい。 「桐生タイムス」2006年１ 月19日 
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『鹿田の伝説』 
民俗伝承研究会の今年

度のテーマは鹿田山です。

これに関しては『鹿田の伝

説』という大正３ 年に石原

義令によって書き残された

ものが大いに役にたちまし

た。43 篇にまとめられたこ

の書は、全編パソコンで文

字を起こし、「民俗伝承研究

会研究報告（一）『鹿田の

伝説』を読む」という冊子

にして友の会展示の期間中、

有料販売しました。 

『鹿田の伝説』には新田義

兼（新田氏の祖、義重の子）

夫婦のお墓や、泉沢氏の屋敷、笠懸野や笠のい

われ、金山城由良氏家臣の屋敷、寺や神社の跡

など、興味深い話がたくさん残っています。初め

て聞く話も多く、胸躍る思いで読み合っています。 

友の会展示では、この伝説を元に、地図と写

真と解説をまじえて発表しました。地図の原図は

大間々用水土地改良区から、写真は富沢、解説

は大川が担当して作成したものです。なお『鹿

田の伝説』は、地元である清水・山際・吹上の

人たちにも啓発して見てもらいました。 

民俗伝承研究会では、これらを庶民の信仰と

併せて調べながら散策し、順次報告できればと

思っています。鹿田には他にも『鹿田老談記』『鹿

田旧事記』といった書もありますので、そちらも

いずれ報告できればと思っています。 

 

鹿田山周辺の地名と石造物 
 『笠懸村誌』別巻２ ・石造物篇を参考に、鹿

田山の散策をしました。 

山際にある「弘法の井戸」は、弘法大師が掘っ

たという伝説から名付けられていて、今も水が出

ています。その他、石造物の数々を見てから、

吹上・清水にまわり、岡登用水や杉山の池を見ま

した。丸山観世音は元禄年間（1688～1703 年）

の建立で、霊験顕著ということで善男善女の参詣

がおびただしく、立派なお堂もあったと言われま

すが、今はただ石像があるのみで、雑草や蔓に

埋もれていました。 

吹上には子供に関する２ つの庚申があります。

１ つは「子育て庚申」といい、子供が大好きで、

何をしても怒らないというので、吹上の子供がこ

こで遊んだそうです。もう１ つは「子供の嫌いな

庚申」といって、子供がさわるとひっくり返ると

いわれ、吹上の子供たちはこの庚申には近寄ら

ず、100 メートル北にある子育て庚申で遊んだと

のことです。 

子育て庚申（上） 

子供の嫌いな庚申（下） 
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七ツ井戸は天明の大飢饉（洪水・浅間の噴

火・天候不順）の時にも水が枯れなかったと云

われています。 

337 段あったという階段を建岩にのぼり、遠く

黒川谷や笠懸野を望みながら、旗立の峰、道帰

り山で、新田義貞が鎌倉への挙兵の際に旗を立

てたり、上杉謙信が弁当を食べたりといった伝説

を偲びながら、改めて鹿田山の歴史の大きさに

ロマンを感じたひとときを過ごしました。 

 
銅山街道を歩く 
ここ 銅山街道は、足尾銅山で掘り出した銅を、

利根川の平塚河岸（現・境町）まで運んだ街道

です。全長約60㎞のうち笠懸町内は約５ ㎞走っ

ています。そこに縁のある建物や石造物が約100

カ所残されていて、25ヶ所が笠懸町内にあります。

県内でも屈指の開発が進んだ町にあっても街道

に沿った吹上、鹿の川、久宮の人たちが如何に

道を愛し、石造物なども守り通してくれたかが分

かります。 

笠懸町内をはしる銅山街道は、大間々の桐原

宿から正面に鹿田山建岩を見ながら吹上に入り、

子育て庚申のところで元の銅山街道と交じり南に

向かいます。その後、県道「大間々・尾島線」

とは少し異なったところを通り、鹿の川沼（岩の

下溜井）の一里塚を通ってＪ Ａぐんまみどり（旧

笠懸農協）南の庚申塔、秋葉様（宝源寺跡）の

ところで現在の県道に戻ってきます。そこから南

下して鹿の川の宿、岡上陣屋の西を通って大原

宿（現・太田市大原町）に入っていきます。 

 昨年は３ 回に分けて銅山街道を歩いてみまし

た。大切な歴史的遺産であるこの道を改めて調

査し、「笠懸町の銅山街道」としてまとめてみた

いと思います。 

子育て庚申

丸山観世音

子供の嫌いな庚申

弘法の井戸 

七ツ井戸 

道帰り山 

旗立の峰 

秋葉様 

岡上陣屋跡

まわり井戸
水神宮

臥龍庵 
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水神宮の石室 
 笠懸野の北部は水に恵まれず広漠たる荒れ

野であったと思われ、江戸のはじめの頃、この

地に赴任した岡上
おかのぼり

景能
かげよし

によってこの未開の地は

開かれました。その後、銅山街道の整備がすす

み寛文12年には用水も完成し、着々と人の住む

環境が整いつつあったようです。その頃、武州

本庄の在などから希望者を移住させ、今の久宮

が生まれました。（編集注：本庄市に久々宇とい

う地名があります。） 

 しかし、生活には難渋したらしく「お嫁に行く

なら久宮はおよし、田無し、米無し、井戸深し」

と伝えられており、深い井戸からの水汲みに骨を

折ったと思われます。深さも６ 丈から９ 丈（15～

20米）もあり、砂地であったため、掘るそばから

崩れてしまうので、表面を大きく掘り、摺鉢状に

堀りこみ、その中に井戸桁を組んで完成させるな

ど工夫した。従って上からぐるぐる下に降りて水

を汲むので「まわり井戸」「めぐり井戸」などと

呼ばれた井戸が二ヶ所伝えられている。 

 一つは臥龍庵前十字路の南東のかどの栗原

家宅の東側の墓地と工場の庭あたりと言われて

いる。そこには「水神宮」が祀られており、栗原

家では正月や節句には必ずお供えをして祀って

おります。もう一つはそこから北に 300 米位上が

った橋場家の屋敷裏にありましたが、今はその痕

跡はありません。 

石造物の盗難相次ぐ 
 その栗原さんの水神宮が今年の正月に盗まれ

てしまいました。群馬県歴史の道シリーズ（11）

銅山街道にも「水神宮・まいまい井戸」として載

せられており、作られた年代は不詳ながら銅山

街道に添った記念物・遺産として長く保存され守

られてきたものです。 

 栗原さんは「水神宮にお供えしようとしたら無

いんです。目を疑いました。目立つ所にある訳じ

ゃないんで、謂われを知っている人でしょうか

ね。」と言っておりました。 

 また最近になって、鹿田でも清泉寺で石仏が

盗難に遭っていて、現在行方不明です。 

 盗んだ方！ 地元にあってこそ価値があるので、

あなたの庭にあったって何の価値もありません。

西の臥龍庵にでも返しておいて下さい。 

盗まれた水神宮 

臥龍庵 

写真は「笠懸村誌」より
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鹿田山環境保全ネットワーク 
 昨年の10月、大間々用水土地改良区から「鹿

田新沼周辺整備の一環として林道へのチップ敷

きがありますので参加しませんか」との呼びか

けがあり、参加しました。平成15年から始まった

３ 年目であり、新沼から八王子山（南側の目立っ

た山）に向かって400ｍの林道に約170名のボラ

ンティアが集まり、チップ敷きを行い、その様子

は新聞でも取り上げられました。 

 その年、12月には「水土里（みどり）ネット」

という制度の中で新沼のある清水地区の人たち

を中心して農家、市町村やＮＰ Ｏ、都市住民な

どの非農家などの幅広い人たちがグループを包

含して里山や歴史遺産を守ろうとする運動が準

備されました。 

 そして本年２ 月には「鹿田山環境保全ネットワ

ーク（仮称）」として正式にスタートしました。農

業者には農地の保全を、老人会には農道の管理

を、学校やその他の団体には草刈りや景観形成

を、大間々用水には新沼の管理や機器の保全を、

市町村には助成や助言をとそれぞれができる範

囲で協力し合うことを申し合わせました。 

 この中には、笠懸の郷土史会・子供育成会。

スローライフをすすめる会や養護学校なども加

わり、みんなで話し合いながら「鹿田山を守ろう」

という仲間の一人になりました。 

古代米の栽培とムラまつり 
 本年も古代米を栽培しました。田んぼは昨年

の１ ａ から、倍以上の３ ａ を借りる事ができ、種

籾も昨年倒伏してしまった赤米は作らずに、黒米

と緑米の二種類にまとめました。 

 ５ 月14日種まき 

 ６ 月18日田植えとオサナボリを行って、「豊年

満作」を祈りました。（注：オサナボリ…御早苗

饗と書き、地域によってオサナブリともいう。） 

 途中草取りとネット張りを行って10月29日と11

月５ 日の２ 回に分けて稲刈りを行い、「はざか

け」をして「岩宿ムラ収穫祭り」に備えました。 

 11月13日の収穫祭りは天候にも恵まれて笠懸

町最後の産業祭との相乗効果もあって早くから

人の流れは絶えませんでした。 

 足踏み脱穀機と唐箕で昔の収穫を体験してい

ただき、予想以上の収量を確保することができま

した。 

 古代米を作りはじめてから、改めて周りを見渡

してみると、県内でも各地で米作り体験を行って

いることがわかりました。新田町と笠懸町を除い

て、12ヶ所が子供達に自然体験をしてもらう目的

ですが、笠懸東小学校の開校以来 30 年継続は

抜きん出ており、まわりの支援に敬服します。 
清水新沼散策道路整備（チップ敷き） 

写真は「大間々用水」ホームページより 

はざかけ 
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友の会に感謝状 
 ３月７日、資料館友の会が、笠懸町教育

委員会より感謝状をいただきました。 

 当日は笠懸町教育長、教育委員長、社会

教育課課長が出席。友の会の役員が揃う中、

感謝状の贈呈が行われました。 

感謝状の文面は以下の通り。 

 

感謝状 
笠懸野 岩宿文化資料館 友の会 

 
貴会は資料館の支援活動をとおして文
化財の大切さを多くの人に普及し、本町
の教育事業に多大な貢献されました。 
よってここに深く感謝の意を表します。 
 
平成十八年三月七日 

笠懸町教育委員会 
 

 この感謝状は友の会の皆様の平素からの

活動が評価されたものであるとのことから、

高橋会長の意向として、会長が代表して受

けるという形はとらずに、出席した役員全

員が並び、みんなで受け取るという形をと

りました。 

 
芹沢長介先生死去 
 ３月 16 日、岩宿遺跡にとっての大恩人で

ある芹沢先生が 86 歳の生涯を閉じました。

1999年に岩宿で講演を行

った際に、「会報の表紙に

先生の顔をイラストにし

て載せたいので写真を撮

らせて下さい」と頼んだ

ところ、快くポーズをと

っていただきました。 

右のイラストがそれです。 

ご冥福をお祈りします。 

編集後記 
 今回の発行で
「笠懸野岩宿文化
資料館」の名前で
出す会報は最後と
なり、次回からは
「岩宿博物館」と
なります。思い出
を振り返ればあれ
これと走馬燈のよ
うに浮かんできま
す。皆様も同じ思いでいることでしょう。ま
た 10 年後、20 年後を考えると楽しさも沸い
てきます。 
写真の二人は、共におばあちゃんが友の会
の会員です。資料館で知り合った友達で、行
事などでもいつも一緒。資料館が大好きな女
の子です。もっと大人になって、資料館を支
える大きな力となってくれる事と思っていま
す。（関矢） 
 
 「笠懸野 岩宿文化資料館」という名称には
ちょっとした思い出があります。会報の創刊
号を作ったときに、「笠懸野岩宿文化資料館」
と書いたところ、資料館側から駄目出しをさ
れたのです。どこが駄目かというと、「笠懸野」
と「岩宿文化資料館」との間には半角スペー
スが入るのだそうです。以後、半角スペース
を気にしつつも、時に応じてあえてスペース
を入れない時もありました。今後「岩宿博物
館」という短い名称になり、文中でも使いや
すくなります。（Ｍ） 
 

表紙でひとこと 
 「笠懸町」が合併で「みどり市」になりま
す。閉庁を迎えるにあたって、笠懸町の歩ん
できた道などを思うと、表紙には岩宿の古い
姿がいいと考えました。このイラストは会報
第２号に使っているので、覚えている人もい
るかもしれません。現在ではこのイラストの
真ん中に資料館が建っています。まだ岩宿遺
跡が発見される前ののどかな風景がそこにあ
ります。 

 

友の会会報 第 19 号 
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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 
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群馬県新田郡笠懸町阿左美 1790-1 
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友の会事務局 岩宿博物館内 
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