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平成 19 年度の史跡見学会は、茨城県陸平貝塚を中心に、篠山貝塚（栃木県藤岡市）、上高津貝

塚（茨城県土浦市）などの見学を行いました。 

 見学会の 1 日目は台風 20 号の影響で荒れた天気になりましたが、2 日目は一転して良い天気

になりました。 

 

１、板倉町文化財資料室 

まず初めの見学地は、群馬県板倉町の文

化財資料室です。ここは昭和初期に建てられ

た木造校舎で、まるで建物自体が文化財のよ

うです。 

板倉町は渡良瀬川と利根川に挟まれた三

角地帯にあって、昔からたびたび洪水・水害に

見舞われてきました。そのため板倉町の旧家

では「水塚」と言って、水害から生命・財産を守

るために屋敷の庭より 3～5mの土盛りをした上

に、土蔵やなや
．．
が作られたものがあります。そ

ういった土地柄であるため、文化財資料室でも

漁労など水に関連したものが多くありました。 

板倉町は、今では海岸線から何十キロも離

れていますが、縄文時代の前期は地球の温暖

期にあたり、海面が上昇して東京湾の海岸線

が群馬にまで入り込んでいました。周辺には海

老瀬北貝塚・一峯貝塚・寺西貝塚・飯島山貝

塚などもあります。これらの貝塚では河口の汽

水域にすむヤマトシジミや海水性のマガキ・ハ

イガイ・シオフキ・アカニシなどの貝類が出土し

ています。 

その他に、全国的にも珍しい三角縁仏獣鏡

が出土した赤城塚古墳

があります。「三角縁神
．

獣鏡」というのはよく聞

きますが、「三角縁仏
．

獣鏡」というのは耳にな

じみがありません。全

国的に見ても出土例は

5種 8面と少なくて、群馬県においては唯一だ

そうです。その名の通り、「三角縁神
．
獣鏡」の

「神」の部分に「仏」の姿が描かれていると思っ

てください。延宝5年（1677）に、赤城神社の社

殿を建てるため墳頂部が削平され発見されま

した。昔は「鏡を見ると目がつぶれる」との

言い伝えもあったそうです。 
 

水塚 

寺西貝塚 

三角縁仏獣鏡 
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２、篠山貝塚 

次の目的地は栃木県藤岡町の篠山貝塚で

す。 

篠山貝塚は、今から約 6000 年前頃の縄文

時代前期、奥東京湾の最奥部にある貝塚とし

て有名で、町指定史跡の第１号に認定されて

います。 

もともと県指定史跡でしたが、治水作業に伴

う土手の工事のため、遺跡は破壊され、同時

に県指定も解除されました。しかし今でも半分

以上の貝塚が残り、渡良瀬遊水地の土手際に

大量の貝が姿を現しています。 

篠山貝塚では竪穴住居や竪穴跡などが発

見されました。貝はヤマトシジミなど淡水性の

貝が中心ですが、カキ・サザエ等の海洋性貝

も見られます。またシカやイノシシの骨を用い

て作られた針、ヤスなどの骨角器も見つかって

います。さらに、前期関山式の土器や、石器な

ども出土しています。 

見学では、この頃から雨が本格的に降って

きて、傘を差して足早に見てまわりました。周

辺では貝のかけらが今でもたくさんあり、この

場所が貝塚であることを物語っていました。 

 

 

  

 

３、平沢官衙（かんが） 

続いて平沢官衙です。この頃になると雨と共

に風も出てきて、大荒れの天気。屋外の見学

は難しい状況になっていました。「歴史ひろば

案内所」で歴史会の人による解説を受けたり、

説明ビデオを見たりして学習しました。 

以下、解説員の説明をメモしたものから、い

くつか紹介します。 

“官衙”とは聞きなれない言葉ですが、役所

という意味だそうです。時代とすれば、奈良・平

安時代。当時全国に650ほどの郡があり、常陸

の国にも11の郡があったそうです。この平沢に

あったものが郡役所であれば、呼び名も“郡

衙”と呼ぶべきですが、“官衙”と呼んでいるの

は、平沢では倉庫しか見つかっていないから

だそうです。“郡衙”と呼ぶためには、政庁・宿

舎・食堂・倉庫の 4 点セットが必要だということ

です。 

また、役所があった時期については、平将

門が通ったはずなのに焼き討ちのような炭化

物は出土していないので、その頃にはすでに

焼き討ちに値しないほど廃れていたのではな

いかとのことです。 

ここに復元されている倉庫は、奈良県の東

大寺や唐招提寺に現存する奈良時代の校倉

を参考にして作られました。 

こういった説明をしてくださったのは、地元

の歴史会の人で、2000年に35名ほどで「歴史

を語り継ぐ会」を結成。2005 年にはＮＰＯ法人

「平沢歴史フォーラム」として駐車場や案内施



 - 4 - 

設の管理を交代で担当し、見学者への説明な

どにも当たっているそうです。 

 

４、上高津貝塚 

 「上高津貝塚ふるさと歴史の広場」では「武

者塚古墳と周辺の遺跡」という企画展示が開

催されていました。 

 上高津貝塚は縄文時代中～晩期の馬蹄形

に広がる貝塚で、ヤマトシジミや鹿猪鴨の骨、

魚骨、土器等が出土しています。 

貝塚の調査の歴史は古く、明治３９年、大正

１４年、昭和５年と学術調査が行われ、戦後に

なると昭和28年に慶応義塾高校、43年から46

年にかけて慶応義塾大学、44 年に東京大学

がそれぞれ調査を行っています。 

1977 年に国指定史跡。1995 年に「上高津

貝塚ふるさと歴史の広場」として整備されまし

た。 

見学では、常設展示と企画展示を見たあと、

資料館の他に貝層断面の展示施設を見に行

きました。展示施設の周辺には、当たり前のよ

うに貝殻が散乱しており、貝塚の規模の大きさ

に驚きました。台地の上には復元された竪穴

住居があったりしましたが、風雨が強いため、

そちらまで行くのは断念しました。 

 

 

５、陸平をヨイショする会 

話しは半年近く遡りますが、5 月に行われた

友の会総会での記念講演は、美浦村教育委

員会の馬場信子氏で、演題は「陸平貝塚の調

査と陸平をヨイショする会の活動について」とい

うものでした。「ヨイショする会」の人たちも大勢

岩宿に来ていただき、講演終了後「ヨイショす

る会」と「友の会」との対話集会も行いました。 

そんなこともあり、私たちの今回の旅行では、

これから紹介する「陸平貝塚」を訪れることが

主目的となっていました。 

宿泊は国民宿舎「水郷」で、この夜、「陸平

をヨイショする会」の方々との交流会が行われ

ました。まるで結婚披露宴のような会場設定の

中、お酒を酌み交わしながら、それぞれの会

のこと、遺跡のことなど、いろいろなお話ができ

ました。私自身で言えば、「ヨイショする会」の

初代会長の堀越さんと、会の始まった頃のこと

や、運営についてなど、多くお話しすることが

出来、とても得るものがありました。 

 

個人的な話しを続けさせてもらいます。 

今回の旅行に参加するにあたって、「陸平を

ヨイショする会」を知るために、『ようこそ陸平

へ』という本を読みました。これは、5 月の総会

のときに、「ヨイショする会」から友の会にいた

だいた十周年記念誌です。この本を読むと、
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「ヨイショする会」の歩み、現在の活動がよく分

かります。この本を読んでいて、特に目に止ま

ったのは、戸沢先生の影響です。 

岩宿文化資料館の初代館長でもある戸沢

充則先生は、陸平調査会の調査団長でもあり

ました。 

戸沢先生は陸平と岩宿に、それぞれ会の発

足に先立って同じ趣旨のことを述べていること

を知りました。 

陸平では「動く博物館構想」を提唱し、 

「誰もが縄文人になり切り、縄文文化を理解

し、縄文人と遊ぶことのできる博物館」「地域住

民の永遠の誇りと連帯のきずなになるような、

文化的ゾーンのシンボルとしての博物館」 

ということを述べていました。 

一方、岩宿文化資料館の開館前には、 

「こういう資料館というのはね、昔のものを並べ

ただけでは、だめなんだよね。地域の中にどう

根付くか。地域の人がどう関心をもってくれる

かということが大事だと思うのです。」（広報かさ

かけ平成 4年 8 月号） 

陸平、岩宿、双方の会は、共に戸沢先生が

望んだ方向をしっかり見つめて歩んでいる。そ

う感じながら記念誌を読みました。 

 

６、陸平縄文ムラまつり 

翌朝、窓から外を見ると、空には雲ひとつな

く、霞ヶ浦から昇る朝日を眺めながら、気持ち

のいい目覚めを迎えました。 

宿から陸平に向かう車中、霞ヶ浦湖畔では

特産のレンコン畑が広がっていました。 

この日は「陸平縄文ムラまつり」に参加しま

す。「まつり」は今回が第10回になっており、来

賓としてステージ上で友の会会長が石槍を贈

り、美浦村教育長から縄文土器が贈られるな

ど、両者の親交を深めました。 

その後は、お祭りのなかで石器作りコーナ

ーを担当し、多くの来場者と石器作りを楽しみ

ました。 

石器作りコーナーを撤収したあと、改めてこ

の広大な陸平遺跡を見学しました。 

ここからは陸平遺跡についての解説をしよう

と思います。 

 

７、陸平貝塚 

陸平貝塚は日本人の手による最初の学術

発掘が行われた遺跡で、「日本考古学の原

点」とも呼ばれています。 

日本考古学は、モースの大森貝塚の発見か

ら始まります。エドワード・Ｓ・モースは、1977 年

（明治 10 年）にアメリカから腕足類の研究のた

め来日しました。モースが横浜から東京に向か

う汽車の中から貝殻がたくさん堆積するのをみ

つけて、大森貝塚の発見・調査につながったこ



 - 6 - 

とは、あまりにも有名なエピソードです。その調

査を共に行ったのが東京大学の学生であった

佐々木忠二郎です。その佐々木が、日本人だ

けの手で調査したのが陸平遺跡です。 

 遺跡は東西約 250m、南北約 150m の台地の

斜面に点在する大小 8 ヶ所の貝塚から構成さ

れています。 

陸平貝塚では旧石器時代の尖頭器も発見

されていますが、本格的に人々の痕跡が残さ

れるようになるのは縄文時代早期（約 10000～

6000 年前）からです。土器で言えば沈線文系

土器から条痕文系土器へと変遷し、マガキや

ハイガイを主体とした貝層が発見されていま

す。 

縄文時代前期（約 6000～5000 年前）になる

と、最も海が入り込んだ時期ということもあり、

貝の生息環境に変化があり、ハマグリが主体と

なっています。この時期の土器は浮島式土器

が出土しています。 

縄文時代中・後期（約 5000～3000 年前）は、

陸平貝塚が栄えた時期になり、複数の地点で

貝層が形成されました。貝塚が環状に並んだ

のはこの時期にあたります。住居址や墓坑、土

器埋設土坑など、定住的な集落が営まれまし

た。土器の型式としては、阿玉台式、加曽利Ｅ

式、五領ケ台式、堀之内式などが出土してい

ます。 

縄文時代も晩期になると、土器の出土はあり

ますが貝層は現在確認されておらず、弥生時

代には人々の痕跡はほとんど見られなくなりま

した。 

以上が遺跡の概要です。 

環状に点在する貝塚を一回りまわってくると、

その広大さに圧倒されるばかりです。 

 陸平を後にして、岩宿に戻る途中、栃木県小

山市の寺野東遺跡を見る予定でしたが、時間

も遅くなり断念。岩宿へ直帰ということになりま

した。 

 

８、おわりに 

とても充実した２日間でした。トラブルといえ

ば、1 日目の悪天候、篠山貝塚の場所が分か

らなくて右往左往したこと、そして寺野東遺跡

に行けなかったことが挙げられますが、それら

を補って余りあるたいへん充実した、いい旅行

でした。 

最後に、この項を書くにあたり各博物館の図

録やパンフレット、ホームページを参照、引用

させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩宿遺跡

篠山貝塚

板倉町
平沢官衙 

上高津貝塚 

陸平貝塚 

水郷 
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平成 19 年度 

 

 

５月 20 日（日）に岩宿博物館の体験学習室で、友の会総会が行われました。 

議長に田村幸男さんを選出の後、平成 18 年度の事業報告、会計報告、会計監査報告が行わ

れ、続いて平成 19 年度の事業計画案、予算案、その他の議題について承認されました。 

総会の後の記念講演では、美浦村教育委員会の馬場信子先生による講演会「陸平貝塚の調

査と陸平をヨイショする会の活動について」が行われました。 

総会の主な内容は以下の通りです。 

 

平成18年度報告 

１、友の会の主な活動内容 

友の会総会、記念講演矢島國雄先生、史跡

見学会「相模野台地の遺跡をめぐる」、岩宿ムラ

収穫まつり、友の会展示「ふるきをたずねて」、

岩宿ムラまつり、他 

２、石器作りサークル 

石器作り、石器作り指導、見学会（浅間縄文ミ

ュージアム、山形県、野尻湖ナウマンゾウ博物

館）、石器石材採取、他 

３、土器作りサークル 

土器作り（人面土器等）、見学会（三内丸山遺

跡）、他 

４、古代料理研究会 

エゴマ作り、季節の食材での料理、他 

５、民俗伝承研究会 

古代米作り、水土里ネットワークの活動、鹿田

山の伝承をさぐる、他 

６、博物館への支援 

平成18年度の博物館入館者数21,503人。う

ち体験学習は114件、7,426人。友の会ボランテ

ィアはのべ265人。 

 

役員について 

 幹事の関口利治さんが退任し、田村確也さん

が幹事になりました。 

 関口さんは平成7年より 16年まで会計、１７年

より幹事を務めていただきました。 

 

平成19年度事業計画 

 19 年度の事業内容は、この会報に書いてある

通りです。 

 予算の関連で、19 年度については会費の他

に群馬県の「一郷一学」の補助金を受けました。

これは「地域にある有形無形の文化的な資源、

豊かな精神的土壌を再発見し、また様々な角度

から研究・学習して、個性ある地域をつくってい

こうとする活動団体の先駆的・萌芽的な事業に

財政的支援を行う」というものです。 

 

記念講演 

美浦村教育委員会の馬場信子先生による講

演会「陸平貝塚の調査と陸平をヨイショする会の

活動について」 

史跡見学会での陸平貝塚の項を参照して下

さい。 
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 12月 2日から 1月 14日まで、博物館の企画

展示室で第 11回友の会展示「私の逸品」が開

催されました。 

 友の会展示は、サークルの作品を展示する

ことが多かったのですが、今回はサークル作

品展と同時に、会員が持っている「逸品」を来

館者に見ていただこうという企画で行いまし

た。 

 正直なところ、事前の周知や働きかけが不足

して、思ったほど展示品が集まりませんでし

た。 

 展示の内容や展示物についてはリーフレット

を参照してください。 

 
 

① 出入り口 

 

 
 
 
 
 
 

② 会長あいさつ 

③ 陸平をヨイショする会 

10月の史跡見学会で「ヨイショ
する会」より贈られた土器を展

示しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ ④ 

⑤ ⑦

② 

⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫

⑬

⑭

⑮ ③ 

① 
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④～⑦私の逸品 

 会員の所蔵する逸品を展示しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧民俗伝承研究会 

 小冊子『「鹿田旧事記」を読む』を無償で

配布。 
 
 
 
 
 

⑨勾玉・玉 

 
 
 
 
⑩～⑫石器作りサークル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬古代料理研究会 

 
 
 
 
 
 
⑭～⑮土器作りサークル 

 
 
 
 
 
 
 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑭

⑮

⑪

⑫

⑬
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忘年会 
今年もまた１年の終わりです。友の会みんなが集まり楽しい交流会です。私

たちが顔を合わせてゆっくりと話すことは、なかなかチャンスがありません。

この時と思い、たくさん話してください。 

今年の参加者は、32 名です。お料理は、民俗伝承研究会が作った黒米の御餅、

アケビのてんぷら、秋刀魚の燻製、イノシシの燻製、エゴマパン、アケビのじ

り焼き、昆布巻き、鮭の腹こめし、お漬物、ウィンナーハム、デザートはあん

ぴん、飲み物は山葡萄のワイン、(手作り)お茶、フルーツポンチ、ジュースな

どです。 

岩宿人広場で火をたき、一年いろいろな出来事がありました。サークルの研

修会の事、石、土器、民俗の話しなど、話はいつまでもつきることはありませ

こん。来年の夢、希望、活動の内容は違っても、博物館を愛し、考古学が大好

きな人間の集まりは、この広場が大のお気に入りです。 

ちょつと原始人気分の忘年会でしたか？(今年度の新しいメニューはワイン

です。結構評判良かったのがうれしかったな) 
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新年会 
１月 14 日、七草がゆでの新年の集まり。手作りこんにゃくおでんでの昼食を

皆でいただきます。 

やはりおかゆは七草がよく出ます。 

みどり米のおかゆは玄米のせいか少し残りました。いごっぽいのかな？ 

おでんは毎年よく食べてくれます。 

デザートは柿ゼリー。皆、体によいものばかりです。 

友の会はひとつの家族です。今年一年、皆が元気で活動でかますようにと祈

って料理サークルはおかゆを作ります。またこの日は友の会展示の最終日に当

たり、各サークルの初めての活動日です(民俗伝承は第２土曜)。土をねり、石

を割り、おかゆを炊く。何だかほのぼのとしていいでしょう。 

サークルに入っていなくても昼食の時間にくれば皆一緒にたべられます(友

の会に入っていれば)無料です。昼食が終わればまた各作業に戻ります。そして

夕方展示の片づけをして一日の終わりです。また今年一年元気でニコニコがん

ばりましょう。 
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発掘現場では黒耀石のかけらがいっぱい。 
 

 

黒曜石とヒスイをもとめ
て、北海道、そして新潟
へ・・・ 
 

 石器作りサークルでは、毎月の定例の活動の他に、石材探査ツアーを行っています。平成19年

度は6月に北海道へ黒耀石をもとめて行って来ました。また9月には新潟のヒスイ海岸でヒスイを

見つけようと行ってきました。 

 
 
 
 
 北海道へは、6月 6日から 6月 10日にか
けて行って来ました。平日で実費での参加

ながら、8人が参加者しました。 
 石器作りサークルでは、過去 3 回北海道
へ行っています。2000年は松沢館長（当時）
らと共に、白滝・赤石山や遠軽先史資料館、

サロマ湖畔のところ遺跡などを巡りました。

2003年には三輪館長（当時）らと共に函館
から網走まで北海道を縦断し、ピリカ遺跡、

赤井川、北海道埋蔵文化財センター、白滝、

遠軽などを巡りました。2005年は網走から
知床、遠軽、白滝、十勝三股などを巡りま

した。いずれの北海道旅行でも、旅行ガイ

ドに載るような観光地には一切行かず、黒

耀石原産地と博物館だけを見てまわるよう

な旅行でした。しかし今回は 4 回目という
こともあり、観光も入れながらの旅行とな

りました。 
 
遠軽町 

 「観光も入れながら」とは書きましたが、

そこは石器作りサークル。黒耀石原産地と

博物館見学は欠かせません。そして北海道

旅行でもう 1 つ欠かせないのが遠軽町です。 
6 月 6 日、北海道にわたり旭山動物園と
旭川市博物館の見学を終えたあと、その遠

軽町へと入りました。 
遠軽町の白滝総合支所（旧白滝村役場。

2005 年に白滝村は遠軽町に合併しまし
た。）でＮＰＯ法人ＮＰオホーツククラスタ

ー湧別川流域研究部会長の本吉春雄さんと

合流しました。 
本吉さんの案内で、旧白滝５遺跡の発掘

現場を訪れ、発掘作業を見学。この遺跡は

旭川-紋別の高規格道路の建設に伴う発掘
で、平成７年から発掘しているそうです。

遺物の量はなんと 400万点、約 10ｔにも及
ぶといいます。沢を上れば東洋最大とも言

われる黒耀石原産地であるだけに、半端な

１、北海道旅行記 
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瀬戸瀬温泉にて、湧別川流域研究会の皆
さんと記念写真。 

数ではありません。実際に翌日、この遺跡

から沢を上流に上ったところに行きました

が、黒耀石がゴロゴロしていました。 
その日の夜は瀬戸瀬温泉にて宿泊。そこ

では本吉さんをはじめ、湧別川流域研究部

会の皆さんから歓迎懇親会を開いていただ

きました。 
瀬戸瀬ホテルは瀬戸瀬温泉の一軒宿で、

本来は素泊まりしかできないのですが、本

吉さんら研究部会の人たちの家族総出で食

事の準備までしていただき、北海道の親戚

に大勢が集まったようなアットホームな食

事となりました。 

 懇親会では、本吉さんをはじめとするオ

ホーツククラスター湧別川流域研究会のメ

ンバーの他、遠軽町教育委員会教育長の河

原秀男さん、地元遠軽新聞などが出席する

なか、記念品の贈呈式などが行われました。

瀬戸瀬温泉の温泉水で作った地ビールを飲

みながら手作りの食事をいただき、最後は

源泉そのまま（源泉の温度は 43.1℃）とい
う温泉で疲れを癒しました。 
 
翌日は遠軽町の町会議員でもある本吉さ

んと共に、遠軽町役場で北川健司町長を表

敬訪問し、過去の北海道旅行における遠軽

町や本吉さんたちとの関係や今回の旅行の

目的などを話しました。 
この間の様子は 6月 8日付けの遠軽新聞

の他、遠軽町ＨＰやオホーツククラスター

のＨＰなどで紹介されました。遠軽町のＨ

Ｐでは「e-ISMニュース」の 2007年№87
で見ることができます。 
 
その他の見学 

その他の黒耀石原産地及び博物館見学に

ついては、旅行の進行にしたがって記しま

す。 
6 月 6 日、旭川空港に降り、旭山動物園

と旭川市博物館を見学。旭川市博物館では

「東日本と西日本の黒曜石」という企画展

が開催されており、学芸員の向井正幸氏に

展示解説をしていただきました。2004年に
「北海道の黒曜石展」が開催されたときも

訪れて解説をしていただきましたが、範囲

が北海道内から日本全国にまで広がってお

り、石器作りサークルの今後の旅行計画の

参考にもなりました。 
その後、遠軽町に入り、先に紹介した通

りです。 
6月 7日、遠軽町長への表敬訪問を終え、
遠軽先史資料館を訪れました。ここでは先

に紹介したＮＰＯ法人とは別に、遠軽考古

学同好会の皆さんの歓迎を受けました。 
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主な訪問地 

層雲峡、大函にて 

白滝では、先にも触れたように旧白滝５

遺跡の発掘現場から幌加湧別川を上流に進

み、あじさいの滝と言われるあたり周辺で

黒耀石の散策をしました。 

 
遠軽町白滝を後にして層雲峡、三国峠を

越えて十勝三股へ、十三ノ沢を散策しまし

たが、鹿の足跡らしきものはありましたが

黒耀石は見つかりませんでした。 
 糠平（ぬかびら）温泉で宿泊し、翌 6 月
8 日は阿寒湖の観光へ、途中、足寄で大き
なラワンブキを見たり、幻想的な湖オンネ

トーを見たりしながら阿寒湖へ到着。 
 池田ワイン城、帯広百年記念館を見て、

十勝川温泉笹井ホテルで宿泊。 
 6 月 9 日は、忠類ナウマンゾウ記念館、
襟裳岬を見て、千歳空港へと向かいました。

千歳で東京方面へ帰る人は飛行機で帰るた

めお別れし、群馬に帰る人は寝台特急北斗

星で帰り、岩宿駅へは 6月 10日のお昼に到
着しました。 
 
今回の旅行について 

 北海道へはサークルとして 4 回目の旅行
であり、自分自身も 3 回目の参加となりま
した。今までと雰囲気が違うのは、観光地

を訪れた部分があったためでしたが、山や

川に黒耀石をもとめてグングン入っていく

パワフルな面も失ってはおらず、とても楽

しい旅行となりました。 
 また、遠軽の皆さんには 2000 年の第 1
回目の旅行からのお付き合いで、今回もい

ろいろとお世話になりました。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

あじさいの滝周辺 
この日の昼食は、この山中で瀬戸瀬で作
ってきたおにぎり！ 
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青海自然史博物館にある、重さ45ｔの巨大な
ヒスイ 

糸魚川市 

長野県立歴史館 

 
 
 
 

9月 16日から 17日にかけて、一泊で新
潟方面へ旅行しました。参加者が 19名と大
人数になりましたので、バスを借りての旅

行となりました。 
今回の旅の目的は、ヒスイ。朝 6 時に岩
宿博物館を出発し、糸魚川市へ入ると、ま

ずは博物館で本物のヒスイを見て事前学習

です。 
美山公園にあるフォッサマグナミュージ

アム、フォッサマグナに関する展示や糸魚

川やその周辺から産するヒスイや色々な鉱

物などの展示がしてあります。まずはホー

ルでフォッサマグナやヒスイについて、簡

単に説明を受けてから館内を見学。本物の

ヒスイの様子をしっかり観察して、後の採

取に備えます。 

フォッサマグナミュージアムに隣接する

長者ヶ原考古館の見学の後、次に青海自然

史博物館に行きました。ここには重さ 45ｔ
の巨大なヒスイが屋外展示されています。

もちろん警戒システムは万全。 
また、2 階展示室は鍾乳洞の中をくぐる
ような神秘的な入り口が印象的でした。 
「第 14回遺跡発掘調査報告会」の出品展
示も行われており、そちらの見学もしまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２つの博物館で本物のヒスイを十分に見

て、いよいよ現地へ出発。まずは手始めに

国の天然記念物、橋立ヒスイ峡に行きます。

ここでは採取をすることはできませんが、

ヒスイの原石があるはず。これはヒスイか、

いやもどき
．．．

か。こっちはどうだ。展示物を

見て分かったような気になっても、現実に

いろいろな石がいっぱいある中に入ると、

まったく分からなくなる。文字通り「玉石

混淆」です。 
さあ、いよいよヒスイ海岸へ。ラベンダ

ービーチ、須沢臨海公園の辺りを散策。ヒ

スイとおぼしき石をいくつか拾い、第 1 日
目の見学は終了。 

1 日の疲れは日帰り温泉「ひすいの湯」
で落として、宿泊は民宿「よしかわ」。 

 

２、新潟方面旅行記
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小滝川ヒスイ峡にはヒスイばかりではなく化
石もありました。 

 
2日目は早朝、暗いうちに始まりました。
どうしてもヒスイを採取したいグループが

タクシーをチャーターし朝食までの間にヒ

スイ海岸へ。そのエネルギーには脱帽です。

果たして収穫はあったのか、筆者は居残り

組みでしたのでその間の詳細はわかりませ

ん。 
しかし、筆者自身も民宿から歩いて行け

る範囲で子供と海岸に行きました。9 月半
ばとはいえ、とても暑い日で、朝食前の散

歩とはいえ、シャツを着替えなければなら

ないほどビッシリと汗をかきました。 
 
さて、2 日目の最初はフォッサマグナパ

ークから始まりました。 
フォッサマグナパークは「糸魚川－静岡

構造線」の断層を見ることができる遊歩道

で、頁岩、安山岩、玄武岩といった岩石や

枕状溶岩などをみることができます。 
次の目的地は、前日に言った「橋立ヒス

イ峡」ではなく、もう１つのヒスイ峡、「小

滝川ヒスイ峡」です。 
小滝川ヒスイ峡では監視員がいたので、

「これ幸い」とばかりに昨日から今朝にか

けて拾った石がヒスイかどうか、鑑定をし

てもらっていました。 
小滝ヒスイ峡からほど近くにある高浪の

池は、４ｍの巨大魚が棲むという神秘の池

です。この美しい風景を見ながらしばし休

憩し、新潟を後にします。 
 
長野県へと入りました。この日の昼食は、

白馬村オリンピック道路沿いで、お店の窓

からはジャンプ台が見える「呑者屋（のん

じゃえ）」というお店で食事をとりました。 
旅行も 2日目、おなかもいっぱいになり、

次の目的地までの距離もあるため、寝てし

まう人も多くなりましたが、バスは最後の

見学地、長野県立歴史館へと向かいます。 
県立歴史館では「発掘された日本列島

2007」と地域展「森将軍塚古墳 10 周年記
念 着飾った古代人」が開催されていまし

た。見学時間は長くとったつもりでしたが、

見る範囲が広すぎて、消化不良気味な見学

となってしまいました。 
 
こうして 2 日間にわたる旅行が終了しま
した。参加者が広範囲から集まりましたの

で、バスは高崎、前橋とまわってそれぞれ

でお別れし、岩宿に戻ってきました。 
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 平成 19年度は北海道、新潟と 2度の旅行
を行いました。いずれも実費での参加とい

うことでしたが、北海道へは 8 名、新潟へ
は 19名もの参加者が集まりました。新たな
メンバーも加わった石器作りサークルにと

って、いい懇親旅行となりました。 
 北海道旅行に関しては、事前の打合せ兼

勉強会、そして旅行を終えた後、旅の思い

出を語りながら下山祝いを行いました。 
 黒耀石は、現地で採取したものばかりで

なく、遠軽の方からもいただき、その後の

サークル活動に大いに役立っています。 
 
 今回の 2 つの旅行では、石器作りサーク
ルの市川さんには計画、手配、会計の何か

ら何までお世話になりました。この場をお

借りして感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 最後に、平成 19年度の石器作りサークル
の活動状況を報告します。 
 石器作りサークルは毎月第 3 日曜日が定
例の活動日となっています。友の会の会員

であれば、誰でも参加費無料で活動に参加

できます。 
 詳しくは表の通りですが、表に入らない

部分で、博物館で行われた体験学習の多く

で、石器作りの指導も行っていることを付

記しておきます。 

 
 ３、まとめ 

4月07日 石器作り
5月19日 石器作り
5月23日 北海道旅行打ち合わせ
6月05日 北海道旅行（9日まで、3泊4日）
6月16日 石器作り
6月22日 北海道下山祝い
7月14日 石器作り
8月18日 石器作り
9月15日 新潟旅行（17日まで、1泊2日）
10月19日 石器作り講習指導（栃木県・星野遺跡）
10月20日 石器作り
11月17日 石器作り
12月16日 石器作り・友の会忘年会
1月14日 石器作り・友の会新年会
2月17日 石器作り
3月16日 石器作り

石器作りサークルの活動

４、その他の活動 
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注口土器づくり 
 土器作りサークルが誕生してから 11 年が

過ぎ、「どんな土器を作ろうか」と、いつも困

ってしまうのが実状です。2007 年度は、過去

に一度作ったことがある注口土器を、もう一

度作ることになりました。 

  注口土器とは文字通り注ぎ口のある土器

で、現代の土瓶や急須によく似た形をしてい

る土器です。注ぎ口のついた土器は、注口

土器の他に口縁部にＵ字形をした注ぎ口を

もつ片口土器があります。注口土器は胴部

に注ぎ口があり、一応片口土器とは区別さ

れています。 

 注口土器は縄文前期（約 7,000～5,000

年）から作られていたようですが、土器の種

類が多様化する縄文中期以降、特に晩期

（約 3,000～2,000 年）に数多く作られたよう

です。 

土器を成型していく上では、やはり注ぎ口

の部分をどのようにつくるか、胴部と注口部

の接合をどのようにするかが問題でした。 

 釣り手をもつ注口土器（土瓶のように把手

がつけられている）もあり、把手をつける作業

が困難な点でした。 

 しかし、釣り手をもっている土器は出土例

が少なく、あまり普及しなかったようです。一

般的には、土器類では、把っ手は壊れやす

く、成型過程で労多く、焼き上がって完成品

になってからも壊れやすいので実用に適さ

ないため、あまり作られなかったのだと思い

ます。 

注口土器が何に使われたかは、形から見

て今日の土瓶や急須のように液体を注いだ

ものと推定できますが、具体的にどのような

液体かと考えると分からなくなってしまいます。

注口土器といっても、現代の急須のように小

さなものから、高さ三十数センチもある大き

なものまであり、同じ用途とは考えられない
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です。用途は一つとは限らないようです。何

に使われたかいろいろ想像するのも楽しみ

です。 

 

千網式土器づくり 
 2007 年 10 月から行われた岩宿博物館の

企画展「千網谷戸遺跡発掘 60 年」で、幸い

にして千網谷戸の土器を極近くから観察す

ることができました。実物の土器をしっかりと

観察できる機会はめったにないので、10 月

のサークルの例会で、急遽予定を変更し千

網式土器を作った会員が数名いました。 

千網式土器は縄文時代晩期末期の土器で、

かなり薄手な土器です。「浮線網状文」とい

われる文様が特徴で、土器の表面を削りだ

したような美しい文様がついています。 

史跡・博物館見学 
 2007 年は、貝塚で始まり貝塚で終わりまし

た。5 月に、水子貝塚の見学をし、10 月には

岩宿博物館の史跡見学会で上高津貝塚、

陸平貝塚へ、そしてまた、11 月には土器サ

ークルで加曽利貝塚へ行きました。 

 

水子貝塚を訪ねて 

 ５月２７日（日）、埼玉県富士見市にある水

子貝塚と水子貝塚資料館・展示館を見学し

ました。岩宿博物館を８：００に出発して、伊

勢崎ＩＣから所沢ＩＣまで高速道を走って、途

中休憩をはさみ、水子貝塚公園に１０：１５に

着きました。 

 この史跡水子貝塚公園は、史跡公園と市

民公園を兼ねて 1994 年にオープンした公

園です。水子貝塚は、関東平野の西側の武

蔵野台地と荒川低地の境の湧き水のある地

点にあります。この貝塚は今から約 5500 年

前の遺跡です。縄文時代には荒川台地に

海が広がっていて、当時の海岸線の台地の

上に多くの貝塚があります。その中で大規模

な貝塚が水子貝塚です。 

「市民学芸員」の方が案内してくださいまし

た。展示館では、水子貝塚遺跡を紹介する

ビデオを見ました。この展示館の中は、発掘
千網式土器 ちあみしきどき 

 関東に分布する縄文晩期後葉の浮線網状文系

土器群に属する土器型式。群馬県千網谷戸遺跡

を標式とする。精製、粗製の平底の深鉢・鉢・

浅鉢・少量の壺から構成される。口縁部や胴上

半部を中心に工字文、網状文などのモチーフを

浮線文で描出する陽刻手法が用いられ、陰刻手

法を用いる後続の荒海式と異なる。縄文はほと

んど用いられなくなる。粗製深鉢には口縁を肥

厚させ全面に撚糸文を施すものが多い。前段階

の関東東部と西部の地域差が弱まり共通性が高

まる。 
『最新日本考古学用語辞典』（柏書房）
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調査の状況を再現した展示施設であり、住

居跡と人骨、埋葬された犬の骨などが発掘

された時の姿そのままで残されています。 

 水子貝塚資料館では、富士見市内の遺跡

から出土した遺物が展示してありました。 

「縄文ふれあい広場」には、復元された住居

５棟と骨組みだけの住居２棟がありました。１

棟の住居の中に案内していただきました。入

ってみるとかなり広い住居でした。住居内は

作業道具を収納したスペースと人間が居住

していた空間があったようだとの説明でした。

みどりの芝生の中には、その下に貝塚があ

ることを示している白いエリアがありました。

白い陶器を敷き詰めて貝塚の跡を表示して

いて、ひとめで貝塚がある所がわかるように

なっていてユニークな展示方法でした。 

「貝塚は単なるゴミ捨て場ではない。自然か

ら授けられたものを自然に返すところです。

縄文人は自然とのバランスのとれた生き方を

していたことを教えてくれています。」という

市民学芸員の言葉が印象に残っています。 

 

加曽利貝塚博物館を見学して 

11 月 18 日（日）、加曽利貝塚博物館を見

学に行きました。見学の主な目的は、加曽

利貝塚土器づくり同好会の企画展示でした。

この同好会は 1973 年に発足し 30 年以上の

歴史を持っていて、私たち土器作りサークル

のメンバーの憧れの的になっていました。

「加曽利に行きたい」といつも言っていました

が、遠隔地のためなかなか実現できず今日

に至ってしまいました。 

加曽利貝塚は、縄文後期（約 4,500～

3,000 年前）の巨大な貝塚を中心とした遺跡

で、約 134,500 平方メートルが保存されて公

園になっています。 

 当日は７時に岩宿博物館を出発しましたが、

途中首都高速湾岸線で工事渋滞に巻き込

まれて、１時間以上ロスをしてしまい、加曽利

貝塚に着いたときは12時近くになってしまい

ました。高速道を利用しても、一般道で行っ

たときとほぼ同じくらいの時間を使ってしまい、

千葉は遠いと実感しました。 

水子貝塚資料館 

郵便番号：〒354-0011 
住    所：埼玉県富士見市大字水子 2003-1  
電    話：049-251-9686 
休 館 日：月曜日（祝日を除く） 

祝日の翌日 
（土曜・日曜、祝日の場合は開館）

12月 27日～1月 5日  
開館時間：午前 9時～午後 5時  
入 館 料：無料 
土・日・祝日には、「市民学芸員」による展示解

説や竪穴住居の解説なども行っています。 

水子貝塚 

加曽利貝塚 
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  加曽利貝塚駐車場に着くと、同好会の女

性の方が待っていて、同好会が活動してい

る場所に案内してくれました。ちょうど土器の

深鉢を使って、あさり汁を料理しており、ごち

そうになりました。博物館見学では、ボランテ

ィアの解説員に案内していただきました。 

 館内は貝塚から発掘された縄文土器、石

器、人骨、動物の骨、貝類、魚の骨など数多

くの遺物が展示されています。館内の展示

解説をしていただき、野外施設に案内されま

した。野外には、縄文時代の住居跡と復元さ

れた竪穴式住居があります。貝塚は南貝塚

と北貝塚に分かれていて、両方に貝層断面

観察施設があります。北貝塚貝層断面観察

施設は発掘したままの貝塚が見られるように

なっています。南貝塚貝層断面観察施設で

は、剥ぎ取った貝塚の断面が両側に見られ

るようになっています。 

 野外を一周して戻ってきて、最後に同好会

の土器展示を見ました。土器作り 30 年以上

の経験がある会員の作品をはじめ、多数の

立派な作品が展示されていました。今年の

展示は「神奈川県出土の土器」がテーマで

した。非常に精巧な作りの土器が多く、装飾

も細かく綿密なものが多く、私たちは到底太

刀打ちできないものを感じました。しかし、初

心者の作品はごく少なく、土器作り名人級の

作品ばかりで、一般レベルの人たちは出品

していないように感じました。 

 加曽利貝塚土器作り同好会は 1,200 名ぐ

らいの会員がいます。現在、実際に土器を

作っている人は 40 人くらいだそうです。私た

ち十数名のサークルとは規模が違います。

また活動内容にもかなり違いがあります。 

 粘土は千葉県で出土したものを使ってい

て、鉄分が多くて質はあまりよくないそうです。

採取した粘土は２年間ぐらいねかせておい

て、土練機で練っています。3.5 ㎏単位で会

員が各自購入するそうです。土器を成型す

るときの粘土のひも作りは、粘土を板の上で

転がさないで、手だけを使ってひもを作ると

のことでした。縄文時代の方法に近いかもし

れないと思いました。土器焼きは、自分の土

器は自分で焼くのが原則で、焼く日を決め

ないで、各自が適宜に焼いているようです。 

 同好会は、毎週水、土、日曜日に活動して

います。様々な点で私たちのサークルとは

異なる点があり、学ぶべき点も多く、有意義

な見学でした。 

加曽利貝塚博物館 

郵便番号：〒264-0028 
住    所：千葉市若葉区桜木８丁目 33番１号 
電    話：043-231-0129 
休 館 日：月曜・祝日(月曜が祝日にあたる時は

翌日も休館です） 
 年末・年始（12月 29日～1月 3日） 

開館時間：午前 9時～午後 5時  
入 館 料：おとな ６０円（５０円） 

こども ３０円（２５円） 
          （ ）内は 30名以上の団体の場合 
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私たち研究会は、今年度は笠懸近在に伝わる食について再現してみようと思いました。それはこんなこ

とからの始まりです。昨年のお正月のことです、小正月に、繭玉飾りをしました。そのときに作ったことが

無いとのこと、「そうか」きっと私たちが伝統行事を知っている最後の年齢なのかもしれない。それならば

今年一年古代食とは少し離れるけれども、一年を通して物日の食べ物を作ってみようということになりま

した。 

一年間の活動 

2007 年 04 月 05 日 桜餅作り  

参加者 6 名 

材料 白玉粉 10ｇ 水 150ml ①砂糖 20ｇ 

小麦粉 70ｇ あんこ 200ｇ サクラの葉 

10 枚 サラダ油少々 

作り方 ボウルに白玉粉を入れ少しずつ水

をいれる固まりが無くなったら水を

いれ①を加え泡だて器で混ぜる。

茶こしで１度こす。ホットプレートを

160 度にする。サラダ油をしき 12 分

の１の分量を焼く少し冷ましてから

餡子を巻く、サクラの葉を巻いて出

来上がり 

2007 年 05 月 25 日 柏餅作り       

参加者 ７名 

材料 上新粉 餡子 樫の葉 

作り方 上新粉を熱湯でこねる。いくつかに分

け蒸かす。20 分ぐらい粉の大きさによ

り蒸かす。時間は加減して、蒸かした

らボウルにいれ、よくすりこぎ棒でつく。

適当の大きさにわけ餡子を包む。樫の

葉で包む 

2007 年 06 月 17 日 山菜採り  

参加者 １２名 

場所 新潟方面 

今年は暖かく山菜は少し遅いかなと思

いながら朝６時博物館に集まりでかけまし

た。やはり遅かった。収穫は少なくそれで

も私たちが食べるぐらい取れました。川原

に降り昼食です。取れた山菜を天婦羅に、

ジンギスカンのバーベキュー、飲んで食

べてお腹いっぱいにして６時 30 分に帰っ

てきました。 

2007 年 07 月 05 日 七夕飾り  

参加者 ４名 

竹飾りをする 

2007 年 07 月 07 日 流しそうめん 

参加者 ４名 

来館者の人と七夕を楽しむ。 

2007 年 07 月 16 日 

８月の体験学習の事前学習、粽を作る。 

参加者 ８名 
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参考 

旧暦八月十五日は十五夜の行事をした。お月様

に供え物をした。箕の中に団子を十五個・大根・

栗・人参・牛蒡・里芋・梨・リンゴ・サツマイモ・ヤツ

ガシラなどを入れた。たとえば石内家では昭和五

十二年の十五夜に次のようなものを供えていた。

オマル十五個・ナス五個・サツマ芋五個・柿五個・

キュウリ五本・大根一本・キャベツ二個・トウモロコ

シ三本・ヤツガシラ一個を供えた。供えた団子は

子供達が竹の先に釘をつけてオマルつきに歩い

た。この日は何を盗んでもよいといった。 

『笠懸村誌』別巻二より

毎年博物館の体験学習があります。そのとき

出す食事の練習をします  

2007 年 08 月 14 日 ぼたもち作り 

参加者 ３名 

餡子とエゴマのぼたもちを作る 

2007 年 09 月 25 日 十五夜  

参加者 ６名 

おまるを作る。箕の中におまる里芋、栗、柿 

胡瓜、なすなど家でとれたものをかざる 

 

2007 年 10 月 03 日 どんぐり拾い 

参加者 ６名 

公民館の庭でマテバシイのどんぐりを拾う 

2007 年 10 月 11 日 栃餅を作る 

参加者 ６名 

昨年拾った栃の実は冷凍してありました。以

前に栃餅を作ったときは、栃の実を多く入れ

すぎました。８パーセント入れて作るとよいと

教えていただいたのでもう一度チャレンジ。

今度は成功し、さっそく初代会長の田村さん

にお供えしました。栃餅は田村さんがとても

楽しみにしていました。 

2007 年 10 月 18 日 エゴマの刈り入れ 

参加者 ６名 

博物館の裏にある小さな畑で栽培しました。

夏が厚かったせいか、実の入りが少ない 

2007 年 11 月 01 日 蒟蒻作り  

参加者 ６名 

収穫祭の蒟蒻作り 

2007 年 11 月 08 日 どんぐりの皮むき 

参加者 ７名 

収穫際の準備 

2007 年 11 月 10 日 収穫祭準備 

参加者 １０名 

お焼き あんぴん クッキー 

2007 年 11 月 11 日 岩宿ムラ収穫祭り  

参加者  １１名、花の会 5名、 

ガールスカウト 7 名 

猪鍋、お焼き、あんぴん、味噌付け蒟蒻 

2007 年 11 月 18 日 長野県高山へ山ぶどう狩り 

参加者 ８名 

今年初めて山葡萄を煮て、ぶどうジュースに

チャレンジしようと、ぶどう狩りに出かけました。

約４キロ収穫がありました 

2007 年 11 月 20 日 山葡萄の始末 

参加者 5 名 

ぶどうジュース作り 

2007 年 11 月 29 日 どんぐりの皮むき 

参加者 ４名 

2007 年 12 月 14 日 秋刀魚の燻製 

  参加者６名 

燻製とジュースを絞る。ぶどうがワインになっ

た。 

2007 年 12 月 16 日 忘年会  

2007 年 12 月 20 日 大掃除  

参加者 ７名 

2008 年 01 月 12 日 新年会の準備 

参加者 ６名 

こんにゃく 柿ゼリー 

2008 年 01 月 14 日 新年会  

参加者 ５名 
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参考 

二月一日は次郎の朔日というが、特別な行事は

なかった。二日の初午には屋敷の稲荷様を祀る。

この行事は現在でも行われている。五色の旗をあ

げ、一升枡に笹葉を敷いて繭団子を山盛りに盛っ

たものを進ぜた。豆腐の四隅を切ったスミドウフを

あげる家もある。 

『笠懸村誌』下巻民俗篇より

岩宿の稲荷山 

岩宿では稲荷山にある稲荷様に初午の日に早く

行けば蚕があたるという。 

 稲荷様のお祭りは、春は初午、秋は十月十六

日、十七日である。岩宿の隣組を一単位として釜

番制を設け、祭りの世話役にあたっている。初午

のときは、釜番町の家に集まって、マイダマを作

り奉納する。 

『笠懸村誌』別巻二より

2008 年 02 月 12 日 初午  

参加者 ５名 

この日はお稲荷さんの旗と、お赤飯、繭玉団

子 すみとーふ、をお稲荷さんにお供えす

る。 
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参考 

岩宿遺跡発掘のときの宿舎として使われた國

瑞寺は、延宝元年（1673）に独湛禅師によって創

建されました。 

黄檗宗（おうばくしゅう）は臨済宗の一派で、隠

元禅師（1592～1673）によって開かれました。隠

元禅師は江戸期の承応三年（1654）、日本からの

招きに応じて布教のために来朝し、独湛禅師も隠

元禅師と共に中国から日本に渡った帰化僧で

す。 

高崎の少林山達磨寺も黄檗宗です。黄檗宗は

達磨大師を初祖とする禅宗の一派です。 

昔、大洪水で流れて来た大木で、一了行者が

達磨大師の像を彫ってお堂に安置したのが少林

山達磨寺の起こりだそうです。 

参考 

普茶料理（ふちゃりょうり）は、江戸時代初期に

中国からもたらされた日本の精進料理。葛と植物

油を多く使った濃厚な味、一つの卓を四人で囲む

形式が特徴である。 

江戸時代初期に中国から禅宗の一つである黄

檗宗が伝来した際に、彼らが持ち込んだ当時の

中国式の精進料理（いわゆる素菜）が、普茶料理

である。 

一つの長方形の座卓を 4 人で囲み、一品ずつ

の大皿料理を分け合って食べるという様式が非

常に珍しがられた。料理においても中国風のもの

が多く、「雲片」と呼ばれる野菜の炒め煮や胡麻

豆腐、「もどき」料理（山芋の蒲焼など）などがあ

る。炒めや揚げといった中国風の調理技術には

胡麻油が用いられ、日本では未発達であった油

脂利用を広めた。「普茶」とは「茶を普く」という意

味であり、煎茶普及の一翼を担った。 

こうした普茶料理は、精進料理というよりは異

国情緒を味わうものとして黄檗宗の寺院ばかりで

なく、料理屋や文化人など民間でも広く嗜まれ

た。特に民間で行われた普茶料理は、長崎の卓

袱料理とも影響し合い、テーブルクロスや貴重な

ガラス製のワイングラスや水差し、洋食器が用い

られる事もしばしばあった。江戸時代には『普茶

料理抄』といった専門の料理書も著された。料理

そのものは次第に日本化していったが、既存の精

進料理には無い鮮やかさや賑わいがあり、現在

も作られている普茶料理は、見た目が鮮やかな

独特のものに進化している。 

「ウィキペディア（Wikipedia）」より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、黄檗宗大本山萬福寺 HP より

2008 年 02 月 29 日 味噌作り  

参加者 ８名 

2008 年 03 月 03 日 

 高崎少林山、観音山古墳研修の旅 

参加者 １１名 

３月に精進料理と思いました博物館近くに

ある國瑞寺黄檗宗の普茶料理のことを話しま

したが、なかなか理解するのがむずかしい。

それならば普茶料理を食べさしてくれる所へ

行って食べてみるということで、少林山に行く

ことになりました。 

江戸時代中国福建省から隠元禅師が日

本に持ってきた精進料理です。 

ひとつの座卓を四人で囲んでの食事で、

あまり堅苦しい食事ではありません。大皿に

もられる料理を分けて食べるのです。 

ごま油を使ったものがおおく、すべて野菜

でも結構若い人に受けるかもしれない。 

私たちには量が多く食べきれないほどでし

たが、少したつとお腹がすきました。胃にやさ

しい食事でした。 

当時の日本はお膳で食べていましたが、

今日本でのテーブル式食事は中国から入っ

たものだとは知りませんでした。この研修で

いくつか覚えてきましたのでいつの日にか、

披露できると思います。 
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まんが洗い 

田植えの打ち上げ飲み会。 
家が田植えを手伝ってくれた人を呼んでの慰
労会。 
田植えが終わって、馬鍬（まぐわ、まんぐわ）を
洗うことからきた。地方によっては「マンガライ」
ともいう。 

オサナブリ 

「御早苗饗」、地方により「オサナボリ」ともいう。
 

古代米の栽培 
４年目に入った「古代米

づくり」も、田んぼの持ち主

である松島さんの好意によ

り行うことができました。 

１、 播種・育苗 

５月 13 日、種まきを行い、

緑米、黒米それぞれ播種

箱に 10 箱づつ播き、芽出

しの後、苗床に広げ生育を

待った。 

２、 田植え 

６月15日、事前に荒起こ

しをしてあった田んぼに水

を引き入れ、代掻き、畔づ

くり、田植えと仲間たちは手

慣れたもので、時々腰を伸ばしながら、最後は

無口になって田んぼから上がった。 

３、 オサナブリ 

田植えが終われば、「まんが洗い」とも言う

「オサナブリ」が待っている。箕の中に水口の

笛をきれいに洗い、赤飯や神酒を供えて上い

端に立てかけ、拍手を打って稲の豊年も願っ

た。早くからこの日に備えて古代料理研究会

の皆さんが準備してくれた手作り料理を囲んで、

宴が始まった。酒は入らないけれども一時、

「岩宿人のイエ」は華やいだ笑い声に包まれ

た。 
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４、 稲刈り、脱穀、籾摺り 

10 月 27日、前日が雨だったので、ぬかるん

だ田んぼに入ってバインダー（稲刈り機）によ

る稲刈りを行った。今年の稲は、出穂が揃わず、

とりあえず「黒米」のみ収穫となり、事前に準備

してあった「はざ」に稲を掛け、「岩宿ムラ収穫

まつり」に備えた。 

11 月 11 日、まつり当日は少雨模様の天候

であり、人気の足踏み脱穀は出来なかった。 

11 月 20 日、残りの「緑米」の稲刈り、はざ掛

け。 

11 月 27 日、機械による脱穀を行ったが、あ

とひと踏ん張りで故障。一年に一度しか使わな

い機械のメンテナンスが大変。 

12 月４日、籾摺り、北風の中、センター借用

の小機械で行う。いざ籾摺りを行ってみると、

黒米には白、茶、緑等の米が混ざって、さしづ

めブレンド米になってしまい、選り分けるのに

難渋した。 

鹿田山ネットワーク 
（本年から鹿田山フットパス） 
昨年に引き続き、鹿田山清水新沼周辺整備

のグループに加わり活動しました。 

１、 草刈、花植え 

４日～９日、オミナエシ植え、水辺の草刈り 

２、 菜種播き 

10 月 10日、前年に郷土史会や吹上地区の

人たちと整備した桑畑を、抜根、整地して約１

町歩の畑に「なたね」を播いた。吹上、清水、

養護学校の生徒など 150 名程でした。春は一

面の黄色絨毯が見られる事になります。そして

その菜種を収穫して「菜種油」作りに古代料理

の人たちが挑戦する事になりました。 

３、 チップ敷き 

もう恒例になったチップ敷きは、菜種まきの

終わった畑を囲むように、新沼から尾根に向か

って 400 米の間チップを敷き詰めました。過去

４年間で1500米に達しており、散策路として喜

ばれています。 

 
本の森ギャラリー 
 笠懸図書館のユニークな企画に乗って、前

年の友の会展示で使ったスチロールの庚申を

展示した。博物館を利用する人と図書館を利

用する人は、年齢も性別も違うようで、ここにこ

んな大きな石造物があることやそれぞれの庚

申にストーリーがあることなど不思議な世界に
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見入る人が沢山居て企画した担当者も喜んで

いた。 

来年も是非と次の企画の予約を申し入れる

ほどの盛況であった。 

（展示期間 6月 19 日～７月４日） 

 
鹿田旧事記 
昔の郷土を知る手掛かりは、遺物であり、遺

跡であり、また伝承や言い伝えなどです。言い

伝えは人により、時代により、その本筋がゆが

められてしまう事もあるので、それを文字や文

章で伝えてくれると誠に有難いものです。 

笠懸町の中でも鹿田地域は、幸運なことに

そうしたものを書き遺してくれる人が何人かい

ました。 

石原義令（春吉）は、鹿田山の奥、清水道帰

りの出身で、山際赤城神社の神官でした。『上

毛及上毛人』に寄稿する一人で、『鹿田の伝

説』を著しました。（05 年の友の会展示にて紹

介） 

田村喜惣次は、山際の名主を務めるなど、

地元に人望のあった人でした。俳諧や画をた

しなみ、「青柳軒」「一蛭」と号し、山際から伊勢

への五十三日間の旅日記『伊勢参行日記』を

著しました。ここでは取り上げませんが、“伊勢

参行日記”は『笠懸村誌』別巻三の資料集に、

彩色あざやかに紹介されています。鹿田地域

については『鹿田老談記』を著しました。（会報

第 21 号で全文紹介） 

そして今回紹介する『鹿田旧事記』は、田村

喜惣次の父、田村清吉が著したものです。 

この『鹿田旧事記』については、第 1１回友

の会展示「私の逸品」で、小冊子を作成しまし

た。詳しくはその小冊子を読んでいただくとし

て、ここでは補足も兼て、そのいくつかを辿っ

てみたいと思います。 

 

一、 産土神の事 

赤城大明神は新田義重公当郷開発の時、

大巳貴命を勧請す 、道帰り、志水、北屋敷、

前畑、北口、木の下、松葉、中井、柳井戸、間

屋敷、山際、寺開戸の産土神なり、元禄の水

帳に宮地八畝十四歩 と有之なり。 

百品大明神は大巳貴命を祭り、天神耕地、

堀底、東耕地、東原、常円防塚、杉菜原、下

宿の産土神なり。元禄の水帳に宮地二段六畝

六歩と有之なり。 

「赤城大明神」と「百品大明神」、２つの産土

神を取り上げています。産土神とは、生まれた

土地の守護神、氏神で、今は廃れてしまいまし

たが、お宮参りや女性が結婚で生まれた土地

を離れるときなど、祝い事の節目節目にお参り

するところです。 

神社の由来については冊子の解説で触れ

ていますので、地名について調べました。  

赤城神社に関連して、道帰り、志水、北屋

敷、前畑、北口、木の下、松葉、中井、柳井戸、

間屋敷、山際、寺開戸、の 12 の地名があり、

同じように百品神社に関連して、天神耕地、堀

底、東耕地、東原、常円防塚、杉菜原、下宿

の７つが載っています。これらの地名のうちで、

今に続いたり、時々口の端にのぼったりするの

は、道帰り、志水（清水）、北口、山際、天神、

杉菜原の６ヶ所だけです。鹿田地域の古記録
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を調べますと、元禄六年（西暦1693年）の鹿田

検地帳には、『旧事記』にあるすべての名があ

りました。しかし明治十四年の『地理雑件-小

字名調書』を見ると、確認できるのは９箇所に

留まりました。『旧事記』が書かれたのは嘉永

の頃と言われていますが、そこから明治維新を

はさんだ僅か 30年ほどで、半数の地名が失わ

れたことになります。 

 逆に現在は使われているが、『旧事記』に出

てこない地名があります。“小仁田”“笠掛（笠

懸）”がそうです。 

 特に現在の町の名になる「笠懸」の名は、新

田義重が笠懸の武技を行い、頼朝がそれめで

た。義貞が笠懸野に打ち出でる。などと、平安

時代から古い記録に残っているにも係わらず、

地名としては元禄の検地帳には無く、明治の

『地理雑件』が初見のように思われます。誠に

不思議な現象で、このあたりの事情をご存知

の方はご一報下さい。 

 

二、 笠懸野の事 

北は桐原、新川邊より、南

は大根、市野井邊まで、

廣々たる野原にて新田原と

稱せしが、昔新田大炊介義

重公笠懸を當野にて被催し

に依り、世の人笠懸野となづ

けり。其後新田左中將義貞

公、旗を生品明神の御前に

てあげ、笠懸野へ打出、鎌倉

征伐に向はれしと言傳ふるな

り。 

笠懸野の範囲はご存知の

通り北は鹿田山の下から南

は綿打の大根、生品の市野

井あたりまでという広大な範

囲で、その大部分は平地林であったろうと思い

ます。 

その後半の部分で、義貞の旗上げの事にな

ると生品神社に話しが移って来るのは又不思

議でなりません。もし旗上げに触れるのであれ

ば、『鹿田旧事記』ですので「百品神社」でな

ければならないし、石原義令の『鹿田の伝説』

には、義貞の旗挙げは百品神社であると書い

てあります。これも一考が必要であります。 

三、 結語 

まだまだ鹿田についても調べたいことが沢

山ありますが、取りあえず笠懸を一回りしたいと

の思いもありますので、本年からは阿左見地

域に話しを進めたいと考えています。 

しかし、阿左美地区には古文書は残ってい

ますが、鹿田のような伝承、伝説を伝える文書

は残っていません。 

そのような条件の中で、素人がどのようにま

とめるか難しいところですが、「石造物の伝承」

を足がかりに歩み始めたいと思います。 

 

道帰り

柳井戸 
清水

北口

山際

天神 

杉菜原
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平成19年9月７日、友の会の幹事を勤めていた高橋光枝さんが亡くなりました。88歳でした。高

橋さんを偲んで、関係の深かった高橋会長と国井さんに文章を寄せていただきました。 

 

 会報編集委員から、友の会の幹事であった

故・高橋光枝氏について、何か書いて欲しいと

依頼されました。しかし、彼女は私にとっては

叔母に当たる（父親の弟の相手）ので、些か書

きにくいとも思いましたが、取り敢えず「彼女」と

いう表現を使って書かせてもらいました。 

 彼女と相沢さん（忠洋）との関係はかなり古か

ったようです。平成４年の『広報かさかけ』８月

号には、“岩宿を語ろう「歴史の中の岩宿遺

跡」”という特集記事が掲載されており、そこで

相澤さんとの思い出について、彼女は次のよう

に語っています。 

「発掘があった二十四年ごろからですね。相

沢さんがよく公民館にくるようになったのは

…。（注：23 年２月に開館した公民館に、職

員として勤務していた。）当時、相沢さんは

広沢に住んでいて、まだ独身で、笑顔のき

れいな青年というのが第一印象でした。納豆

売りの行商を終えると、公民館に立ち寄り、

石器をみせてくれたり、熱っぽく岩宿遺跡の

ことも話してくれましたね。そうして、私もだん

だんに岩宿の価値というものに、目覚めてい

ったのです。それで、思い出深いのは、翌年

の文化祭で石器や他の遺物も展示した歴史

展をやったんです。相沢さんが、訪れる人々

に解説をして、貴重な遺物を守るために青

年たちと展示室で一晩中起きて番をしたの

がなつかしいです。」 

 今から４年前、友の会の 10 周年事業として、

会報の合冊号が出版されました折り、友の会

の前進とも言われている“岩宿遺跡を愛する

会”の会報「岩宿文化」を創刊号から最終号ま

でを併載しましたが、その“愛する会”の発足と

運営にも彼女には深く係わってもらいました。 

 “岩宿遺跡を愛する会”の設立発起人の構成

員は、当時公民館に出入りしていた公民館執

行部の経歴を持った人たちが中心で、現・元

村議、教育委員、社会教育委員、公民館長、

公運審委員、公民タイムス編集委員、郷土史

会、婦人会、文化協会、などの代表者、村誌

編集室、文化財担当村職員、等々でした。肩

書きは出しませんでしたが、彼女自身も発起

人の一員で、強力な推進者で、この人たちに

も、かなり影響力を持っていたことも確かです。 

 また、現在の友の会が組織化され、発足した

平成７年以降も、幹事として病魔に倒れた 15

年まで、盡力頂きました。 

 特別、サー

クル活動に

は所属はし

ていません

でしたが、地

域に根ざし

た博物館活

動を推進す

る一つとして
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“民俗伝承研究会”を立ち上げ、それの指導

者として益々の活動を期待したのですが残念

でした。しかし、『笠懸村誌』の編纂室長当時

残してくれた多数の資料は、今でも“民俗伝承

研究会”の指針として活用されています。 

平成 19 年 9 月７日、享年 88 歳で身罷れま

した。            友の会会長 高橋武 

 

高橋光枝さんを偲んで 

 私と高橋光枝さんとの出会いは、昭和５２年

の笠懸村誌編纂事業のスタートのときからです。

室長に就任された光枝さんと新卒の私、女性

二人の事務局で始まりました。原始時代から現

代まで、各分野の研究者で構成された編纂委

員会を運営して、本にまとめていく事務局の責

任者ですから、当時はほとんどが男性でした。

各地で市町村誌の編纂をやっていましたが、

女性の編纂室長は他にいなかったと記憶して

います。社会人になったばかりの私に「この仕

事は男の心を持たなければできない。でも、女

ふたりでがんばりましょうね。」と言われたとき、

その心粋に打たれてこの人についていこうと自

分に誓ったことを、今でも鮮明に覚えていま

す。 

 郷土史の編纂は、その村や町にどんな歴史

があるのか、残されている古文書を調べること

から始まりました。旧家の土蔵を一軒一軒調べ

に行くと、どこのお宅にうかがっても「高橋さん、

よく来てくれて・・」と歓迎され、昔の語りを聞か

せてもらいました。 

 そこには、ご主人を戦死で失い、笠懸村公民

館に住み込み、女手ひとりで娘さんを育てなが

ら、社会教育主事として働き、村人の暮らしに

光をそそいできた光枝さんの戦後の半生があ

りました。 

 昭和２４年頃だったと聞いていますが、相澤

忠洋さんが収集した石器を公民館に展示し、

その頃からずっと光枝さんと相澤さんの親交は

続いていたようです。相澤さんに村誌編纂委

員をお願いしたときも「日本の歴史を変えたん

だから、岩宿遺跡に立派な資料館ぐらいなくち

ゃね。」と、当時はまだ将来の夢としてよく語っ

ていたものです。 

 １０年の歳月をかけた笠懸村誌の下巻が完

成にこぎつけたとき、急に何を思ったのか、最

後の頁に編纂室の職員の写真を載せようと言

い出した光枝さんは、「私の人生最大の仕事

だもの。私が死んでも、ずっと写真が残るから

ね。」と、冗談のように楽しそうにしゃべってい

たのが懐かしく思い出されます。今、笠懸村誌

をめくりながら、最後の写真の頁をみると、あの

独特な個性ある声が聞こえてきそうな感じがし

ます。 

 仕事に女だからという逃げ口上は一切許さ

ず、自分が信じたことは一歩も譲らず、ひたむ

きな情熱で仕事を心から楽しんでいた方でし

た。仕事にはきびしいけれども、世話好きで人

情があって、温かい方でした。 

 気がつけばいつの間にか、自分が当時の光

枝さんの年頃に近づいていて、若い人を育て

なければならない立場で仕事をしています。今

さらながら仕事の醍醐味を教わった人生の師

だったなあと思います。     

元資料館学芸員 國井洋子 

 

 

 

 

高橋光枝略歴 

大正 8年 勢多郡大室町（現前橋市）生まれ 
伊勢崎高等女学校卒 
笠懸村（現みどり市）民生課長、同教育委員会事務

局長、笠懸村誌編纂室長 
笠懸町文化財調査委員 
平成 4年 10月群馬県文化奨励賞受賞 
主な著書 
「笠懸村誌上・下」「村誌別巻Ⅰ・Ⅱ」「久宮村・桃

頭村の歴史」「太田・新田の伝説」 
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会員紹介 
 
土器作りサークル 
久保田和子さん 
 
 土器作りサークルでは、現在十数名の会
員がいます。しばらく顔を出さない会員が
いて、退会したのか、休んでいるのか連絡
のない人が数名いますので、確実な会員数
は把握できないでいます。 
 縄文時代の土器作りは女性の仕事であっ
たという説もありますが、わがサークルで
は男性の方が多く、数少ない女性の中のひ
とりが久保田和子さんです。 
 久保田さんは、2006年６月にこのサーク
ルに加入し、これまでに作った土器は、わ
ずかです。毎月の例会には必ず出席し、史
跡やは博物館の見学にも積極的に参加しま
す。 
 土器を作る時は、いつも土器作りの超ベ
テランに付いて、製作するのがかなり難し
い土器にも気軽に挑戦しています。とても
意欲的で、めきめきと腕を上げていて、久
保田さんの作った土器は初心者とは思えな
い立派な出来栄えです。黙々と土器を作っ
ている会員が多い中で、久保田さんは朗ら
かに話をするので、サークルの雰囲気を明
るくしています。 
 久保田さんのお住まいは、笠懸町です。
土器作り以外にも、編み物や洋裁も得意で、
趣味多い人です。土器作りサークルに入っ
て「みんなで見学ができたり、今までなか
った人生で、人との交流もでき、長く続け
ていきたいです！」と話しています。 
 

 

 

編集後記 
2007年は、館長の逮捕というとても衝撃的な

ニュースにとても驚かされました。渡良瀬水道

企業団工務課長当時の収賄事件ですが、新

聞やテレビで「岩宿博物館館長」と出るたびに

悔しさを感じました。事件そのものについては

詳細を書くつもりはありませんが、このような不

祥事が二度と起こらないことを祈ります。 

今回の会報では、旅行の記事が多いと感じ

ました。館内での活動だけでなく、外に出て行

くというのは勉強になりますので、各サークルも、

どんどん外に出るべきだと思います。 

4 月 5 日に大澤正明・群馬県知事が岩宿を

訪問し、古代料理研究会が食事のおもてなし

をしました。詳細は次号で報告する予定です。 

（金子） 
 

表紙でひとこと 
史跡見学会で行った陸平貝塚。「陸平縄文

ムラまつり」は思っていた以上に盛況でした。

私自身は岩宿博物館の石器作りコーナーにほ

とんどカンヅメ状態でしたので、あまり他のコー

ナーを見ることが出来なかったのが残念です。

表紙には「ヨイショする会」の中の「陸平縄文太

鼓保存会」の演奏の様子を描きました。 

会報の原稿がほぼ出来上がった４月。シリ

ーズ「遺跡を学ぶ」の最新刊『霞ヶ浦の縄文景

観・陸平貝塚』 が刊行されました。興味ある方

はご一読下さい。 
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