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 平成 18 年５月 21 日、岩宿博物館において平成 18 年度友の会総会が開催されました。総会終了後、明

治大学教授、矢島國雄先生により「神奈川県月見野遺跡群の発掘調査」と題して記念講演が行われまし

た。 

地表 遺跡名 主な石器

表土

L1S ローム１軟質部 ⅣA Po、Kn

B0 黒色帯０

L1H ローム２硬質部 ⅢA、ⅢB、ⅢD、ⅣA、ⅣC Po、Kn

B1 黒色帯１ Ⅰ、Ⅱ、ⅢA、ⅢB、ⅢD、ⅣA、ⅣCKn、Po

L2 ローム２ ⅢC Kn、Po

B2U 黒色帯２上半部 ⅢC、ⅣD Kn

B2L 黒色帯２下半部 ⅣB Kn
○　○　○　○　 (S1S)

(AT)

B3 黒色帯３

L4 ローム４

B4 黒色帯４

L5 ローム５

B5 黒色帯５

○　○　○　○　○ (S2S)
〜 〜 〜

【月見野遺跡群の主な遺跡の遺物出土層位】

※注　Po：槍先形尖頭器　Kn：ナイフ形石器

L3 ローム３

 月見野遺跡群の発掘調査は

1968 年と翌年の 1969 年の２回に

わたり明治大学考古学研究室によ

り行われました。そのほか、地元大

和市、東京教育大学（現筑波大

学）にも遺跡研究会が組織され、

調査が行われました。開発が進ん

でいた経緯もあり、場所によっては

遺跡の表土はすでに削り取られて

いるところもありました。 

 発掘は現在のように重機を使用

したものではなく、すべてシャベル

による手掘りでした。よって、廃土

の山を作ってしまうと、人力でその

山を除くことが難しく、その下の調

査は断念せざるを得なかったそう

です。 

平成 18 年度 友の会総会 記念講演 

「神奈川県月見野遺跡群の発掘調査」

◆月見野遺跡群（つきみのいせきぐん）◆ 

月見野遺跡群は神奈川県の中央部、大和市つきみ野に位置しています。 

神奈川県のほぼ中央部を、関東山地から流れ出し相模湾に注ぐ相模川が流れています。その相

模川を西側に、そしてその東側を東京都の多摩丘陵に挟まれた地域に、「相模野台地」と呼ばれる

一帯があります。その台地上は多くの遺跡が分布しています。岩宿時代の遺跡も例外ではなく、台地

の中を流れる中小河川沿いで多くの遺跡が発見されています。月見野遺跡群もそうした遺跡ひとつ

ひとつの総称で、相模原市の南部に源をもつ目黒川の流域中央部、大和市つきみ野に分布してい

る１８の遺跡の総称です。 

◆遺跡群の調査◆ 

 つきみ野に岩宿時代の遺跡が存在することは、分布調査によって確認されていました。しかし、本

格的調査をされずに、つきみ野周辺が大規模な開発が開始されていました。そこで有志により踏査

が行われ、多くの遺跡が確認されました。 
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なお、矢島先生の講演内容をまとめる上で、下記の文献を参考とさせていただきました。 

・｢月見野遺跡群｣ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 2002 大和市教育委員会 

・戸沢充則、安蒜政雄「神奈川県 月見野遺跡群」1983『探訪 先土器の遺跡』有斐閣 

◆岩宿時代研究の中での月見野遺跡群◆ 

 岩宿遺跡の発掘後、日本においては岩宿時代の遺跡の発見が相次ぎ、発掘調査が行われました。 

そして、月見野遺跡群の調査と、１９７０年に東京都調布市の野川遺跡の調査が行われましたが、この２

つの遺跡の調査は、これまでの遺跡の調査とは違ったものでした。それは、当時としては大規模な発掘

調査であったのと同時に、その調査で得られた膨大なデータを検討していくにあたって、石器群の相互

関係を平面的な分布や接合等により構造的にとらえたり、また層位的な点から編年的にとらえ、当時の生

活の様子を復原していこうというものでした。 

それは遺跡や石器群を編年的な観点から指標的に位置づけて検討・研究する今までの研究方法とは異

なるものでした。 

 そうした点から、岩宿時代研究史の中では、この２つの遺跡の調査・研究をひとつの節目として捉え、そ

の調査研究の以前、以後を「月見野・野川以前と以後」と呼ばれています。 

 このように、月見野遺跡群の調査は日本の岩宿時代研究の中で、非常に重要な調査研究であったとい

えます。 

◆出土した石器群◆ 

相模野台地においては、地層が整然とした状態で、なおかつ厚く堆積しています。発掘調査の結

果、各遺跡において、層位的に石器群が出土しました（図参照）。 

石器群は主にナイフ形石器や槍先形尖頭器を中心としたもので、石器群と「礫群」と呼ばれる拳大の

石を複数個集めたものも一緒に出土しました。 

出土した石器の層位的な分布を点数で確認してみたところ、一番下位の点数が少なく、上位へ進む

に従って増加し、また徐々に少なくなっていき、これをグラフ化したところ、大きな曲線を描きました。こ

の曲線は「ビーナスライン」と呼ばれています。また。礫群の出土した層位をビーナスラインに合わせて

みたところ、ビーナスラインのピークの下あたりに位置しました。 

 石器群は表にもあるように、各遺跡において層位的に出土したことはすでに述べましたが、槍先形尖

頭器を含む石器群がこのように層位的に出土したため、槍先形尖頭器の出現期と、その後に続く石器

群が層位的に新旧関係をもって捉えることができました。これにより、これら石器群が槍先形尖頭器の

移り変わりを検討していくうえで非常に重要な検討資料となりました。さらに、ナイフ形石器についても、

型式の編年的な位置づけに見直しが必要となったりするなどの成果が得られました。 

 そして、月見野遺跡群では、各遺跡の調査範囲が広範囲に及んでいたため、広い範囲で遺物の集

中（ブロック）や礫群が確認されました。これにより、岩宿時代の遺跡の広がりについても、今までの認識

のような狭いものではなく、遺跡が一つの張出した台地の全体に及ぶようなものであることが明らかとな

りました。  

 また、全国的な層位の示準的な火山灰として姶良丹沢火山灰（AT）が存在しますが、月見野遺跡群

においては、当初 AT が確認できず、他の遺跡との層位的比較ができずにいました。しかし、その後月

見野遺跡群においても AT が確認され、他の遺跡との層位的比較が可能となりました。 
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春の恒例行事といえば、「岩宿ムラ」!! 秋の収穫祭りと並んで、友の会の総

力を挙げたイベントです。 

この日、４ 月２ 日はあまり良い天気ではありませんでしたが、多くの人たちで

賑わいました。来場者数は、主催者発表で 635 名でした。 

岩宿ムラ開村式 
左から寺澤副会長・高橋会長・三輪館長

土器で作った太鼓は、小さい子供たちに

大人気！ 

一番注目を浴びたのが、これ！ イノシシの丸焼き。 
地元猟師さんが山で捕ってきた野生のイノシシを豪快にいただく。怖がって遠目で見

ていたひとも、一口食べればその美味しさに思わず「おかわり！！」。 
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岩宿ムラでの友の会ボランティア 

石器作りサークル  ５ 名 

土器作りサークル  ９ 名 

古代料理研究会   10 名 

民俗伝承研究会   ７ 名 

その他、博物館職員やパートなど、多

くのスタッフによって、これらの行事は

行われています。 

 

 

石器作りコーナーは事前の予約制で、

午前中のみの開催であるにもかかわら

ず、39名が体験しました。 

 土器の野焼きでは、土器作りサークル

の作品だけでなく、「岩宿探検隊」での

子供たちの作品も一緒に焼きました。 

一番人気は勾玉作り。終日満員御礼！ 古代米の餅つきも注目を集めました。 

石臼の体験をした人には、ドングリクッ

キーをプレゼント！！ 
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草木湖まつりに参加 

 今年３ 月 27 日から新田郡笠懸町、山田郡

大間々町、勢多郡東村の３ 郡にまたがる「み

どり市」が誕生し、同時に笠懸野岩宿文化資

料館も「岩宿博物館」に変わりました。 

「岩宿博物館」を笠懸町民だけでなく、大

間々・東の人たちからも親しまれていくために

はどうすれば良いかと、会報編集会議の席で

話題になり、いろいろと意見が出されました。

そうした中で、大間々・東の人たちが岩宿に

来てくれるのを待つのではなく、こちらから積

極的に出ていき、友の会や博物館を知っても

らおう、と話がまとまり、東町で行われる「草

木湖まつり」に参加できないかと考えました。 

 幸いなことに、知り合いの職員が「草木湖

まつり」の担当になっていたので、博物館を

通じて打診したところ、是非お願いしたいと快

諾していただきました。 

お祭りへの具体的な参加計画を何度かの

話し合いで決め、まつり当日の８ 月 15 日を迎

えました。 

 

第 29 回草木湖まつり 

 みどり市の夏まつりでは、今年初めて、「大

間々祇園まつり」「草木湖まつり」「笠懸祭り」

で、「みどり市夏祭りスタンプラリー」が開催

されました。そうした宣伝活動や、

「草木湖まつり」のメインである、周

りの山に木霊する花火大会のすばら

しさなどを目的に、早くから人出は絶

えませんでした。 

屋外ステージでは「忍たま乱太

郎」のキャラクターショーなどが行わ

れ、グランドでは様々な子供向けイ

ベントが催されました。うちわの絵付

け、マスのつかみ取り、ミニ列車な

ど、盛り沢山のイベントに混じって、
広々とした会場で、子供たちの大きな歓声が響いた！
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「岩宿人にチャレンジ」と題して、「槍投げ」

「弓矢」体験が開催されました。 

総勢 10 名のスタッフの内訳は、三輪館長と

小菅学芸員、そして石器・土器・料理・民俗

のそれぞれのサークルで、スタッフ全員が原

人服をまとってイベントを盛り上げました。 

 

岩宿人にチャレンジ 

石槍の的にしたのは、岩宿ではおなじみの

発泡スチロールで作った鹿。初めて見る子供

たちには大いにうけて、どんどん集まってきて、

弓矢も槍投げも順番待ちの列が出来ました。

一人で何度もチャレンジする子がいたり、中に

は岩宿探検隊に参加している子供もおり、「あ

っ！ 先生がいる」などと叫んで岩宿人の広場

では味わえない解放された空間で、力いっぱ

い槍を投げていました。 

体験をした子には、「岩宿ノート」と、博物

館のパンフレット、おまけに古代米を少々プレ

ゼントがあり、お母さんたちも興味深く見てく

れました。また、群馬テレビの取材もあり、「ゆ

うまちゃん」も槍投げにチャレンジ。見事鹿に

突き刺さりました。 

イベント開催中は、人の切れ目もほとんど

無く、スタッフは休憩をとる間もないほどでし

た。 

終了後商工会女性部のカレーとポテトフラ

イで軽く夕食を済ませ、草木ダムの堰堤に打

ち上げられる花火は次回にと心引かれながら

帰路につきました。 

 主催者側からは、「岩宿のコーナーがいち

ばん賑わっていた」との感想が聞かれ、スタ

ッフの間からも、来年以降も参加を続けて、

岩宿博物館や友の会活動をアピールしてい

きたい、との意見が出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓はこうかまえて！ 

 

 

 

 

 

鹿に当たれ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影の準備はいいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうまちゃん、がんばれ！ 
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17 年度史跡見学会余話 

越 中 山 遺 跡 の 松 
寄稿：高橋 武（友の会々長） 

 
はじめに 

昨年の史跡見学会「秋の山形県に岩宿時

代と縄文時代の逸品を訪ねて」の紀行文は前

号で８ 頁に亘って詳述されておりました。先々

の様子を資料も参考に解説をしていただき、

有難うございました。   

その文の中で、最後の越中山遺跡群につい

ては以下のように解説してありました。 

 

「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。 
（中略） 
遺跡の現状は、遺跡らしいもの
は何もありません。朝日村が建て
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。」 
 

将にその通りで、前号には、バスを駐車し

た処から見た森が、遠景の写真で紹介されて

います。 

 この話は、この森の樹の話です。 

越中山遺跡の松 
 昨年の史跡見学会の折り、資料館学芸員の

小菅さんに案内されて、「予定外の遺跡です

が」とバスを降りて、少し歩いて小高い丘に

着きました。そこは大きな樹が茂っている他

は案内板が建っているだけで、私は写真だけ

撮って帰ろうとしていました。 

「この樹は何という樹ですか？ 」 

その時、同行していた中学校の図書館先生

（籾山久美子さん）に、そう問いかけられま

した。 

見れば、私は全く気づかずにいましたが、

直径 50 ㎝位の太い幹から直接に、ところどこ

ろ松の葉と同じ葉を叢生している樹が何本か

ありました。 

私も今迄に全く見たことのない樹でしたが、

写真を撮って持ち帰れば図鑑で解るだろうし、

聞けば解るであろう人も頭に浮かんだので、 

「調べて見ますよ」 

と、安請け合いをしました。 

 ところが、吾が家にある図鑑の範囲ではそ

れらしきものは見当たらず、図書館先生も町

の図書館を調べたり、他の図書館に照会した

りしたが、該当しそうな本がないとのこと。そ

こで「この人ならば」と当てにしていた知人に

尋ねてみました。 

 その人とは花木研究にかけては吾が国で

も第一人者で、園芸学会でも奨励賞を授賞し

ており、ＮＨＫの園芸相談で講師を勤めたり、

真冬の国体に県花のレンゲツツジを咲かせて

会場に華を添えたりした実力者です。 

 しかし、その人にも解らなくて、いろいろと越中山遺跡の案内板 
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調べてみたり、県の林業試験場に問い合わせ

てみたりしてくれましたが、結局わかりません

でした。 

 そこで私は行きづまってしまいました。 

 

辞書による松の記述 
 因に広辞苑で「松」を引いてみると、 

 

一説に、神がその木に天降る
ことをマツ（待つ）意とする。また
一説に、葉が二股に分れるとこ
ろからマタ（股）の転とする 
 

など、結構日本的な伝説もあるようです。 

植物的には 

 
マツ科の一属。北半球の温
帯を中心に約百種が分布。常
緑の高木。葉は針状、二～三
枚または五枚。（中略） 
日本にはクロマツ・アカマツ・
ゴヨウマツなどがあり、長寿や節
操を象徴するものとして古来尊ば
れる。 

 

とありましたが、幹から直接葉を吹く関係の

記載はありませんでした。 

 でも松は「長寿や節操を象徴するものとし

て、古来尊ばれる」ものであることを知り、余

談ながら、群馬県の木がクロマツであったり、

笠懸町の木がアカマツであったり、さらにお正

月を迎えるには家々が門松を立てて歳神様を

迎えたり、１ 月 15 日迄は松の内というなど、

松は今でも大切なものとして受け継がれて来

ていることに、改めて想いを抱きました。そし

て、吾が家の庭の松も先祖様が思いを込めて

植えたものとすれば、最近被害が蔓延して近

くの古木が枯れているマツクイムシからは守

らなければの意を強くし、笠懸町内の造園業

者である「久保田植樹園」に防除薬の樹幹注

入を依頼しました。 

 

サンヨウマツ 
 それは年が明けて今年の１ 月末のことで

した。久保田植樹園は松を扱う専門家なので、

「或いは」と思い越中山遺跡の松の写真を見

てもらった。すると即座に 

「これはサンヨウマツですよ」 

と、教えてくれました。 

驚いて、何故知っているのかと問うと、菩

提寺の本山参りをした折り、和歌山県にある

高野山金剛峯寺の境内にこれと同じ松があり、

「サンヨウマツ」と呼んでいた。幹から葉を出

すので庭木には向かないので、うちにはない

が、とのことでした。 

 思いがけない偶然から「サンヨウマツ」と

いうものであることがわかり、俄然目先が開け

ました。図書館先生も元気をとりもどし、イン

ターネットで三葉松に関する資料をいろいろ

収集してくれました。 

図書館先生は、自分がこの樹について尋ね

たことが原因で、私に迷惑をかけていると思

い込んだようで、邑楽町にある県立の緑化セ

ンターにまで行って調べて来てくれました。 

 

越中山遺跡の樹 
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上から二葉松、五葉松、三葉松。 

写真は、二葉松・五葉松は編集者の自宅の

松。三葉松は以下の URL から

http://pick4.pick.uga.edu/mp/20q?search=Pinus+ri
gida 

新たな疑問点 
 資料が集まると、逆に解らないことが多くな

りました。 

① 三葉松といっても、さらにいくつかの種類

がありそうである。 

② 日本には針葉が二本の「二葉松」と五本

の「五葉松」しかなく、三葉松は日本に

は自生しない。日本にある三葉松は、ほ

ぼ外国から持ち込まれたもので、あちこち

に点在しているが、それらは皆貴重品と

して保護されているようだ。 

③ 越中山遺跡のものは特別保護されている

様子は見えないが、それはなぜか 

などです。 

 そこでインターネットで知ったつくば市にあ

る「独立行政法人 森林総合研究所」と、越

中山遺跡がある鶴岡市の教育委員会に、「岩

宿文化資料館友の会々長」の名前で小菅学

芸員を経由して、今迄の経過に疑問点を付し

て２ 月 18 日と２ 月 15 日に教示の依頼文を送

りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森林総合研究所の回答 
 その結果、森林総合研究所の方とは数回の

電話のやりとりがありました。 

３ 月 23 日には、三葉松に関する資料のコ

ピーを中国植物志のものから英文のものまで、

20 頁ほど送ってくれました。 

そうして、樹種についての判定は、球果（松

かさ、松ぼっくり）と、実物の葉の断面の樹

脂道の位置を確かめないと出来ないが、多分

「リギダマツ」だろうとのことでした。 

 

鶴岡市教育委員会の回答 
 一方、鶴岡市教育委員会の方からは、 

「当地は豪雪地帯で、いただいた時点で確認

することができなかったため、回答が遅れま

して大変申し訳ありませんでした」 

とのことで、５ 月 24 日に以下の返事をいた

だきました。 

 

遺跡のある土地の所有者の
方から伺ったところ、アメリカ原産
の「サンヨウマツ」であると亡くなっ
た父親から聞いているとのことで
した。近くの営林署から苗をもらっ
て、50 年くらい前に父親が植えた
ものだそうです。 
鶴岡市、酒田市の庄内浜は
とても風が強いところで、防風林
としてマツを植えていますが、その
候補として実験するために輸入し
たもので、採用されなかったところ
をみると、適していなかったのでは
ないかと笑っていました。 

葉の断面図（『松図鑑』池田書店より） 
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リギダマツ（ミツバマツ） 

Pinus rigida Mill. 
英 名：Pitch pine 
独 名：Pech kiefer 
仏 名：Pin raide 
中国名：剛葉松・硬葉松・直立松・剛松 
 
北アメリカ東部の原産の高木で、高さは 15
～20ｍになる。葉は３葉で長さ８～10 ㎝で硬
い。球果は長さ３～９㎝である。 
特徴として幹から直接短い枝が発生する。 
アカマツより耐寒力は多く、温寒帯向きで日

本では北海道にも生育しうる。 

重要文化財 金
こん

銅
どう

三
さん

鈷
こ

杵
しょ

［飛行三鈷杵］ 
平安時代 
 金剛峯寺蔵空海が密教を流布する場所を

選ぶために投じたところ、高野山に飛んで

いったという伝説の法具 
写真・文ともに東京国立博物館特別展「空海と高

野山」より 

これで今迄の疑問がすべて解決したように

思いました。 

 樹種についても森林総合研究所の垰
たお

田
だ

研

究管理官の判断が正しかったことが裏付けら

れ、越中山遺跡の松は「リギダマツ」である

ことが判明いたしました。 

 

 

三
さ ん

鈷
こ

の松 

 尚、この問題解決の糸口になった高野山金

剛峯寺の三葉松は「三
さん

鈷
こ

の松」といわれてい

ます。これには以下のような謂われがありま

す。 

弘法大師が唐の修行を終えて帰国の際、日

本での修行の地はどこがよいか三
さん

鈷
こ

杵
し ょ

を投 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

げられた。それが高野山の松の枝に留ってい

たので、その地を真言密教の中心地と定めた。   

この落葉をもっていると御利益があるとも

云われている。 

多分中国では神聖な樹とされ、日本にはな

かったことから土産として持ち帰ったのではな

いでしょうか。 

この松は松の分類上はシロマツ（別名：白

骨松、白皮松、虎皮松、等）で、中国原産

です。中国では神聖な樹とされ、王宮庭園・

寺院・墳墓等に植えられたようです。このよう

なことから、シロマツは「三
さん

鈷
こ

の松」として草

加の東福寺、世田谷の世田谷観音などにもあ

り、笠懸町でも阿左美の真言宗寺院、南光寺

の境内にも植えられていたことがあるとも聞き

ました。（現在は枯れてない） 

 ３ 月末、小菅さんが韓国の考古学会に招聘

されて渡韓した時も会場近くの松林は半分位

三葉松だったとのことで。写真も頂きました。 

 

雑感 
・ 一寸したことがきっかけで調べはじめた

のだが、大部時間がかかった。 

・ 「岩宿文化資料館」の名前と、見学会の

途中の出来事であったから、これらの調査

に協力してもらえたのだろう。 

・ 思いもよらない偶然が解決のきっかけに

もなる。普段から様々なことに関心を持つ

ことが大切である。 

・ また、思いもかけない人（森林総合研究

所）にも力になってもらった。人は皆親切

であることを実感しました。 

・ いろいろと調べ、張り合いがあった。 

最後に、きっかけを作ってくれた籾山さん、

問い合わせの窓口になっていただいた小菅さ

ん、そして調査に協力していただいた方々に

感謝いたします。 

高橋 武 
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山形・頁岩採取 

 
 石器作りサークルでは、毎月の定例活動の他に、浅間縄文ミュージアムへの見学会や、

石器作りの体験学習で指導をするなど、活発な活動が続いています。 

 また、９月には一泊で山形に行き、頁岩を採取してきました。 

 

活動の概略 

 新年度を迎える４ 月から、博物館は近隣小学

校の体験学習の受け入れで大忙しになります。

それらの体験学習の主流は石器作り。そこで石

器作りサークルが大活躍。 

 みどり市の学校のみならず、太田や桐生、伊

勢崎、高崎など県内の小学校、栃木、東京、神

奈川など県外の小学校、または、学校以外でも

学習塾など、多くの体験学習を行いました。 

 ８ 月８ 日と24日には、相澤忠洋記念館で行わ

れた石器作り講習会に指導で出かけました。 
５ 月 13 日には、「浅間縄文ミュージアム」へ

の見学会を開催し、企画展「日本人の起源をさ

ぐる」を見てきました。 

 

山形頁岩採取旅行 

 ９ 月17日・18日に山形県に行って来ました。 

昨年の史跡見学会の際に、最上川で頁岩を採

取して以来、「もう一度行きたい」という声がサ

ークルの中で話されていて、史跡見学会で頁岩

採取をした河原をメインに旅行を計画しました。 

この旅行は、石器作りサークルの市川さんが

計画から宿の手配まで何もかも用意していただ

きました。この場で感謝申し上げます。 

 参加メンバーは男性６ 名、女性５ 名で、車３

台に分乗し、まずは宮城県の「地底の森ミュー

ジアム」に向かいました。 

地底の森ミュージアム 

 岩宿を７ 時に出発し、途中２ 度の休憩をはさ

んで 11 時に「地底の森ミュージアム」に到着し

ました。この博物館では、開館10周年記念特別

展示「氷河期を生きる ２ 万年前の日本列島」

を開催していました。 

 地底の森ミュージアムでは、三浦ゆふ子さん

にお世話になりました。三浦さんは、地底の森、

岩宿、両方の博物館で友の会会員になっていて、

館内の案内のみならず昼食の準備もしていただ

きました。 

 展示室では、地底の森ミュージアム友の会会

長の庄子さんに解説をしていただいたり、頁岩を

割らせていただいたりと、展示を見るだけでない、

貴重な時間を過ごさせていただきました。 

 

 

 

 

 

地底の森ミュージアムにて 

頁岩採取 

 地底の森ミュージアムを後にして、車は宮城県

から山形県に入ります。いよいよ目的の頁岩採取

です。 

 最初の河原に行ったとき、水かさの多さに驚き

ました。雨続きであり、旅行の当日も天気予報は
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雨でしたので、ある程度は覚悟はしていたので

すが、川の水量が多くて、石を拾える河原の範

囲が狭くなってしまいました。 

 そんな中でも、目当ての頁岩を目指して、物

色しはじめました。 

 昨年の見学会では、頁岩の他に瑪瑙
め の う

を拾った

人もいたため、瑪瑙も同時に狙って探そうという

人もいました。 

場所を何度か変え、３ ヶ所の河原で頁岩（そし

て瑪瑙）を採取して、宿泊地の左沢温泉、「あて

らざわ温泉湯元旅館」に入りました。 

 

あてらざわ 

「左沢」と書いて「あてらざわ」と読ませるこの

地名は難読地名の一つです。この地名には諸説

が存在するようですが、旅館のＨＰに説明があ

りましたので、それを掲載します。 
 
一つは、かつて寒河江荘の領主だった大江氏

が、近郊の長岡山（ながおかやま）に登って西

の方を眺めたとき、平野山（ひらのやま）の左

手に見える山谷を「あちらの沢」と呼んだこと

が、地名の由来だと言われているもの。 
二つめは、大江町と朝日町の境界上に位置す

る山岳信仰の山「日光山（にっこうさん）」から、

太陽の昇る東の方を望み礼拝したとき、左手に

見える沢を「左沢（あてらざわ）」と呼び、右手

の朝日町方面を「右沢（かてらざわ）」と称した

というもの。 
最後に三つめは、最上川（もがみがわ）の左

を流れる月布川（つきぬのがわ）の左岸に開け

た土地であるから、「左」という字をとったとい

う説がある。 
                参考資料／小関晶一 氏 

 

 

大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館 

 ２ 日目のまず始めは、大井沢の博物館です。

開館時間前に到着したので、すぐ目の前の河原

に降りて、さっそく頁岩採取。質の良い頁岩がこ

こでも採取できました。 

 「自然と匠の伝承館」は、瑪瑙の加工や、木

の実などを使いアクセサリーなどを作る工房の

ような所でした。また、「大井沢自然博物館」は、

昭和28年に誕生した古い博物館で（建物は改築

されています）、たくさんの動物の剥製など、動

植物がたくさんありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井沢自然博物館（写真はＨＰより） 

最上川 

 いよいよ、昨年の史跡見学会で立ち寄った河

原です。頁岩はもちろんのこと、瑪瑙も目当てに

拾いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 日間の頁岩採取で、もう１ 人余分に乗って

いるほど重量が増えた自動車で、岩宿博物館に

戻ってきました。 

 この旅行で採取した

頁岩を使って、後日、

石器作りにチャレンジ

したことは、次号でお

知らせしたいと思いま

す。 

 

 地底の森ミュージア

ムで作ってきた頁岩製

の石槍 
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エゴマサミットに行く 
昨年より栽培しているエゴマですが、全国

組織の会があります。その会からサミットのお

誘いがありましたので、参加してみることにい

たしました。 

古代理料理研究会メンバー６ 人は、開

催地の宮城県丸森町へ６ 月 11 日にいきまし

た。サミットは前日の 10 日より始まっていまし

たが、いろいろな都合で２ 日目だけの出席に

なりました。 

その日はシンポジウムが開かれていて、栽

培の事からはじまって、栄養についてや、保

存の仕方など、いろいろな話し合いがありまし

た。その中でも私は、エゴマの栄養の話に興

味を持ちました。まずエゴマの総食物繊維含

量（Ｔ ＤＦ ）は 20～30％あります。食物繊維

の摂取量が少ない現代の私たちの食生活を

改善するのには、大変有効ではないでしょう

か？ その他、まだまだエゴマにはたくさんの

栄養効果がありますが、ここに書ききれません

ので知りたい方は古代料理研究会まで連絡

をください。 

この後、会場を丸森町町民センターに移し、

丸森町の人たちが作ってくれたエゴマ料理を

頂きました。どれも美味かったです。 

前日より参加している人が、「エゴマ饅

頭が美味しかったよ」といっていたのが

耳に入りましたので、博物館に帰った後、

さっそく饅頭を作ったことは言うまでもあ

りません。 

 

 

 

 

丸森町での料理 
おにぎり、おもち、むかご和
え、エゴマトウフ､にくまき､
うどん､すいとん､パン、おで
ん、ようかん、山菜と菊のあ
えもの、など、すべてエゴマ
を使ったお料理でした。 
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私たちのエゴマ饅頭の作り方 
材料：小麦粉 1kg、重曹 15ｇ、
水 500ｍｌ、酢大さじ 3杯、あ
ん適量、エゴマ 150ｇまたはエ
ゴマの絞りかす 
作り方：1、粉をふるう 
2、エゴマを擂る 
3、1,2、重曹、水、酢、を入
れてよくこねる 
4，17 等分にして、あんをいれ
て 15 分ふかす。 
（絞りかすは、皮が茶色にな
った） 
 

 

山菜採りツアー 
６ 月 18 日は梅雨の真只中。毎年恒例にな

っている新潟県湯沢町への山菜採りは、そん

な中で行きました。 

「群馬は雨でも、トンネルを抜けると晴だっ

た。」 

ということを期待して、６ 時 30 分に博物館

を出発。トンネルを抜けると・・・新潟も雨で

した。 

「山の上は晴れることもあるよ。」 

と、とにかく進むのみ。 

いざ山菜を取るときになり、天も観念したと

みえ、雨はやみ薄日もさしてきた。 

今年は雪が多く、いつもの所はまだ雪が残

っていましたが、コシアブラ、フキノトウ、フキ、

鳥の頭、ウド、曲がり竹、山アスパラ、ワラビ、

など、たくさんの山菜が採れました。 

12 時に山を降り、いつもの川原でバーベキ

ュー。その時には、もう素晴らしく晴れており、

余りの暑さに、日陰を求めて橋に下に移るほど

でした。 

総勢 15 人の私たちは、18 時に無事笠懸に

着きました。 

20日には古代料理のメンバーで採ってきた

山菜を後日使うために、下ごしらえをしました。 

今年、初めて「鳥の足（トリアシショウマ・

ユキノシタ科）」を採りました。これは、おひ

たし、てんぷら、あえもの、などに良いと思い

ます。ほろ苦くさっくりとしていました。 

 

花の会の人たちと 
いつも、カタクリさくらまつり、秋の収穫祭り

でお世話になっている花の会の人たちに、感

謝の気持ちをこめて、夏の体験学習のときに

作る、岩宿風ちまきをつくって、おもてなしを

しました。 

今年のちまきは、100％古代米で、黒米を

精米して使用。黒米はタイ米に似ているので

どうかな？ と思っていましたが、すこし粘りが

ありますが、何の問題もないことがわかりまし

た。これで体験学習のときには、緑米、黒米

と、少し餅米をつかって、ちまきを作ります。 

古代米のちまきは、花の会の人たちもとて

も喜んでくれました。これからもよろしくお願い

します。 

そしてこの日、１ 人会員がふえました。 

 

採れたての山菜は最高 
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古代米の栽培 
本年も、鹿

か

の川
かわ

の松島さ

んの好意により、水田を借

りることができましたので、

昨秋の高収量（？）に負け

じと意気込んで、古代米の

栽培に取り組みました。 

◎播種 

5月13日（土）、緑米と黒

米を播種箱に 10 箱づつ播

き、ビニール掛けして芽出

しの後、苗床に広げ、寒冷

紗をかけて生育を待ちまし

た。長雨による天候不順で

発芽後の生育が心配され

ましたが、無事回復しまし

た。 

◎田植え 

6 月 17日（土）、秋の収穫後、特に手入れを

しない田んぼですので、早めに耕運して準備

を整え、当日に水入れをしながら足捏ね整地

をし、手前に黒米、奥に緑米を手植えで行い

ました。 

特に本年は、７歳の竹内由芽ちゃんと、３歳

の弟、俊満が加わって、一段とはしゃいだ田植

えになりました。おばあちゃんが友の会に入っ

ており、早くから田植えのことを耳にしていたら

しく、当日はお母さんの手作り弁当を食べて身

支度も整えて一緒に田んぼに入りました。 

「由芽ちゃｎ、苗が足りないよ」とご老体から声

がかかると、「はあい、待ってて」と一生懸命に

苗箱を運んでいました。弟は無心に泥をいじく

り、お姉ちゃんは、最後の神事である「オサナ

ブリ」まで行って、満足そうに帰って行きまし

た。 

 

鹿田山環境保全ネットワーク 
前回の会報（１９号）でもお知らせしてありま

すが、鹿田新沼周辺整備のグループに加わる

ことになり、5 月 19 日（金）に大間々土地改良

区で正式なスタートが切られました。 

笠懸町の清水地区（鹿田山西、清泉寺
せいせ ん じ

裏の

集落）が中心になって農地や山の保全を行う

訳ですが、私共は、かさかけ郷土史会の皆さ

んと共に遊休農地の草刈、清掃という分担が

決まりました。 

手始めに 7 月 13 日（火）午後、吹上地区の

上鹿田むらづくり推進協議会（今井一男会長）

から「女郎花
おみ な え し

」等の苗（600 本）の提供がありま

したので、昨年整備した散歩道路（約 400 メー

トル）の両側に協議会・郷土史会と伝承研究会

の 25人位で植えるのと同時に、駐車場横の遊

休農地（桑畑）の太い桑の木や篠刈りに夕方

まで汗を流しました。 

また、7月31日（日）には新沼入口の湿地に

「九輪草」を植え、来年春の開花を待つことに

しました。 

秋には新沼から雷電山にある電話中継所に

向かって散策路の整備が予定されており、チッ

プ敷きも行われました。 

 

桐原宿と深沢集落を歩く 
博物館の企画展「みどり市の歴史と文化財」

に刺激されて、町を離れて北の方を歩いてみ

ました。 

 

桐原銅藏 

7月8日（土）、吹上の道祖神を右に入り、旧

道と思われる細い畦道を通り、新里町新川の

銅山街道の碑を右に見ながら道標に沿って

「桐原宿」に入りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐原郷藏 
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桐原銅藏 

 

桐原銅藏は、隣接する世音寺脇にある「桐

原郷蔵」が目立つため、どこかと探すようです。 

郷蔵は、笠懸町にも阿左美のおまん稲荷附

近、鹿の天神耕地（特定できてないようです）、

西鹿田の金山神社の南、にあったようです。当

初は年貢米の保管用から転じて、凶作に備え

た貯蔵のための倉庫になったようで、桐原の郷

藏は、前橋の上泉郷蔵と共に県指定史跡にな

っています。 

 一方「桐原銅藏」は案内標識もなく、一般住

宅の敷地内に多くの庭木に囲まれて、ひっそり

とありました。事前連絡もせずに伺いましたが、

当主の藤生弘之さんが在宅されており、訪ね

た主旨を話すと快く屋敷内を案内して頂けまし

た。 

この銅藏は延享３年（1746 年）に大間々村

が前橋藩領となったので、継場が幕府領であ

った桐原村へ移されました。街道が整備され

てから 100年後であり、それまでは大間々の本

通りを通って吹上、鹿の川と進んでいました。 

 建物はその当時（256 年前）のものでは無い

ようで、改修された記録は残っています。 

藤生家は代々当主が名主や銅問屋を務め、

花輪宿の次の中継地として銅を一夜預かり、

藏の管理運営を務めていました。 

藏は屋敷の乾
いぬい

（北西）にあり、三間半、二間

の白壁づくりが基本で、最近居宅を新築する

時に、一時住宅として内部は改修されていま

すが、外観は昔と変わらないそうです。 

この銅藏には 16の役郷村が指定されており、

笠懸の阿左美村、阿左美村新田は石高に応

じて人足、牛馬、役郷割金（足尾陣屋や銅藏

の普請・修理・諾入用の金）などを負担させら

れて銅運搬にたずさわりました。  

付け加えれば、藤生さん宅には大きな「しだ

れ桜」があり、世音寺のしだれ桜と共に一見の

価値があります。 

 

深沢宿 

次に道を北に取って福岡大橋の手前を左

に進み、神梅小学校入口の手前から道標に沿

って急な坂道をのぼり、学校の横をくねりなが

ら国道を下に見て深沢集落に入りました。 

深沢宿は、銅山街道の１つとして、大間々

への入口にあたり、旅人達がひと休みする憩

いの場として賑わったといいます。宿は元、上

の台地にあり、上
うえ

の宿といい、銅山街道の往

来も盛んになり現在の所に新宿
あらじゅく

として生まれま

した。以前は寺も二ヶ寺あり宿の上
かみ

に正光寺、

中の寺を長命寺と言い跡が残ります。この宿の

家々も、恵比寿や餅や酒や豆腐や駕籠やなど、

古い屋号が呼ばれ、名残をとどめていたそうで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の深沢宿 
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現在の深沢宿は、道端に庚申塔や馬頭観

音などの石造物が立ち並び、水路には澄んだ

水が勢いよく流れ、手入れの行き届いた庭木

やくね、白壁の家が並んでおります。説明板や

憩いの場も整備されており、人も車もあまり通ら

ない別世界がそこにはありました。すべての銅

山街道を歩いた訳ではありませんが、この集落

には昔の街道の面影を偲ぶことが出来ます。 

 

深沢の角地蔵 

ここから急坂を下りこんだ所に「角地蔵」はあ

ります。 

この辺りは、戦国乱世に金山城主、由良成

繁が、北条氏に通じていた黒川谷深沢城主や

沢入城主を攻め合戦となり、多数の戦死者を

この辺りに葬ったので、「千人塚」と呼ばれてい

ました。そこで、宝暦２年（1752 年）、正円寺の

28 世盈仙
えいぜん

和尚が、各村に行脚浄財を集めて、

地蔵を彫らせたのが、この「角地蔵」です。 

四角い頭部には、いくつかの由来がありま

す。 

① 地蔵を彫っている時に、不思議なことばか
りが起こるので、石工が逃げた。 

② 石工の設計違いにより頭の部分が出来ず
に逃げた。そのため、「間違い地蔵」とも言

われているそうです。 

③ 天明の頃に、高山彦九郎が深沢宿を通っ
た時の日記に「石工に申し付けたる価にあ

たらで半途にして逃げたり。」と書かれてい

る。 

 いずれにしろ、未完成のまま、石工が逃げた

ことで一致するようです。 

角地蔵の由来の碑には、 

「二三〇有余年の長き亘り 深沢郷の角地

蔵尊一度祈願をすれば 七難を即滅し 七福

速やかに生じ 安産子育諸病平癒す 特に交

通安全霊験灼たかなり」 

と記されており、今でも毎月 24 日は地蔵の

縁日として深沢集落の人たちが守り続けてい

ます。 

上州の戦国時代については今年春（平成

17年度）の郷土史講座で峰岸純夫先生、久保

田順一先生も触れており、今回（平成18年度）

の講座は「黒川谷・仁田山・笠懸野の歴史をさ

ぐる」というテーマなので、より身近な話が伺え

るものと期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深沢の角地蔵 

穴原薬師堂 

国道 122 号から渡良瀬川を渡り、お正月に

は初詣客で賑わう貴船神社から南に下ると、

朱色の屋根の立派な山門があります。 

山門には、阿・吽の金剛力士像が一対あり、

そこをくぐった先に、穴原薬師堂はあります。 

本堂には、薬師如来を中心に左右に日光・

月光菩薩があり、後ろに 12神将と呼ぶ眷族が
配されていて、小窓からそのお姿を拝むこと

ができました。この薬師様は、眼病によく効

くといいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穴原薬師堂の山門 

帰りは、花輪から桐原の継ぎ送るルートの一

つと思われる荒瀬橋（荒瀬の渡し跡）を見て、

今回の行程は終わりました。 
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桐原宿、世音寺、銅藏、郷藏、深沢宿、角地蔵、深沢集落、穴原薬師堂などについては、大

間々町史やコノドント館でおたずね下さい。 

また、笠懸町の郷藏について知っている方がありましたらご連絡下さい。お待ちしています。 

地図は、「大間々町の文化財」平成６年より 

今回訪れたのは、①桐原郷藏及び古文書、○24藤生弘之家銅藏○23銅山街道と深沢宿、⑦深沢の

角地蔵、⑥穴原薬師堂 
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会員紹介 
 
 今回から友の会の会員紹介を行っていきま
す。まず最初は古代料理研究会から２名の紹
介です。 
 
神山初代さん 
彼女は「古代料理研究会」のメンバーです。
得意なものは、いろいろあるとおもいますが、
いまここにある材料で、さささーとお料理をつく
ってしまう名人です。同じ食材で、何種類のも
のを作ることもあります。しかし私はシンプルな
お漬物とブラックベリーのジャムが大好きで
す。 
また彼女は短歌を詠みます。岩宿の庭で、
山で、美しい歌を詠む、心の深い女性です 
 
黒耀石の出でしといふ遺跡へ登る道 
つもる落葉を踏みならしゆく 

 
的をめがけて矢を射る子らの 
歓声が遺跡の秋の林にこだます 

 
みちのくの歴史をたどる旅の途に 
萩咲く茶席の贅に浸りぬ 

 

 
神山初代さん（左） 籾山喜美子さん（右） 
 
籾山喜美子さん 
彼女は意外に現代風のお料理を作るのが
お得意だと思います。得に南瓜サラダは絶品
です。私はいつも友の会の忘年会の時、リクエ
ストします。作り方を教えていただくのですが、
なかなか喜美子さんの味が出ません。皆さんも
頂いておいしいでしょう。 
今年は田植えの時に、鳥とネギの甘辛煮をご
馳走に成りました、濃厚な味でとてもおいしか
っです。 
また彼女は花が大好きです、おもわず野に
ある花に手が出てしまう、お花がすきな優しい
方です 

編集後記 
「市町村合併」・・・・。最近まで巷の流行のよう
に使われた言葉ですが，自分の住んでいる村も，
勤め先の村も市町村合併によって市となりました。
そして笠懸町もみどり市となり，博物館の名称も
岩宿博物館に変わりました。市町村合併によって，
ここ 1 年程で住所から仕事からすべてが変わり，
友の会会報の編集会議にも仕事が忙しくて欠席
する事が多くなりました。そんな，あらぬ合併の余
波を受けていますが，いろんな意味で早く新しい
「市」になじみたいです。そして，今までどおりに
活動がしたいです。（あ） 
 
史跡見学会余話として高橋会長から原稿をい
ただき、掲載しました。原稿の内容は、岩宿や考
古学に直接関係のある話ではありませんが、私
自身、大変興味深く読ませていただき、是非みな
さんにも読んでいただきたいと思い、掲載させて
いただきました。編集委員会では、会員の皆さん
からの原稿をお待ちしております。 
今回の会報は９月に出す予定で、原稿も８月
中には編集長である私のもとにすべて集まった
のですが、いろいろ事情があって遅れてしまいま
した。２１号は４月に出す予定ですが、次は遅れ
ないように気を付けます。（Ｍ） 
 

表紙でひとこと 
 清水の道祖神と云われるこの道祖神は、北は
大間々、南は笠懸の清泉寺や赤城神社、西は
同じく笠懸の西鹿田へと通じる、清水にとって大
切なところにあります。 
 民俗伝承研究会での「あかがね街道」調査も、
笠懸を離れて大間々にまで足が向きました。随
分遠くまで調査に行った感がありましたが、同じ
「みどり市」内です。とすれば、この道祖神も今や
村境ではありませんが、これからも笠懸と大間々
を守っていただけることでしょう。 

 銘文：文久三年
1 8 6 3 年

癸亥初夏四月之吉 道祖神 

 形態：自然石 
 寸法：66×65 
 所在地：鹿田（清水）道端（岩崎松西家西） 

『笠懸村誌 別巻二』より 
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