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どんぐりうどん 

４月になると毎年研究会メンバーで研修会

を兼ねて食事会を行っています。今年は泊まり

で万座温泉に行ってきました。一年の活動の

事や昨年の反省などもろもろの話で盛り上がり

ました。 

宿の食事はまあ普通でした。が、帰りに軽井

沢駅で 

「どんぐり蕎麦あります」 

の看板がありました。みんなが 

「関矢さんに見つかると帰ってから作ると言う

から見せないようにしよう」 

と話していたそうな。 

ところがどっこい、バスから降りてすぐに目に

はいっていましたよ。 

「博物館に帰ったらどんぐりうどん作って見

ない」 

というと 

「えー見たの」 

とみんなの声 

「きまっているだろ。どんぐりうどんが今度の

おみやげだよ。」 

ということで、早速 29 日にどんぐりうどんと縄

文の時代に食べられたと思うすいとんを作りま

した。 

作ったどんぐりうどんは、煮込みにしても、つ

け麺にしてもおいしいです。味は少しどんぐり

の油あり食感は滑らかでした 

 

油を絞る 

鹿田山ネットワークの人たちから 

「菜種油を絞って見ませんか」 

と春浅い日にお話が有り、以前えごま油を

絞った事が有るので快く承諾をしました。 

６月 10 日にガールスカウトの子どもたちが菜

種取りをしてくれました。 

その種を乾かし、たたき粒にして洗い、乾か

どんぐりうどんの作り方 
 

材料 

地粉 1 キロ どんぐりの粉２００グラム 塩

少々 水５００ｃｃ 
 

作り方 

１、地粉とどんぐり粉を良く混ぜる 

２、そのなかに塩水を少しずついれる 

そのときによって水加減がちがうので気を

つけてください。 

３、耳たぶよりすこし固めにねったら、冬なら

約半日、夏なら２時間ねかせてください。 

４、麺板に打ち粉をして麺だまをのせ麺棒

でのします。 

５、のしためんを適当の太さに切り沸騰した

お湯に固まらないように入れます。 
６、麺が浮いてきたらできあがり 
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し、8 月 21 日に油にしました。 

その油を約 1 週間寝かせる。1 週間位すると

油が澄んでくるので上澄みをすくいそれを使う。

残りの油はキッチンペーパでこしてつかう。 

8 月 28 日、菜種油をつかって天ぷらを作り、

流しソーメンをして関係者、来館者に振舞う

（食べた人の感想：さっぱりしていて胸が焼け

ない、おいしいことは言うまでもありません） 

 

布ぞうりを作る 

「昔の人達の履物はどんなだったのかなー」 

と話が出ました。 

わらじ、神主さんの木靴、平安時代の女性

のサンダルみたいなもの(昔何かの絵で見たが、

記憶はさだかでない)、皮でつくった靴らしき履

物、などとお茶を飲みながら話が出ました。 

そうすればすぐに出来る今はやっている，ぬ

のぞうりを作ろうということになりました。 

さっそく先生をたのみ 11 月にから始めまし

た。先生は友の会の籾山さん。 

手を取り教えていただいておりますがまだ完

全には覚えていない。年を取ると覚えが悪いよ

うで、まだまだです。これからも宜しくお願いし

ます。 

よく出来たら「カタクリさくらまつり」で販売で

きるといいなとおもっています 

 

桜島大根を煮る 

1月4日、市役所で新年の顔合わせがありま

した。 

2 階に行ってびっくり。絵本に出てくる大きな

かぶが有るではないか。きいてみたら桜島大

根とのこと。桜島大根がこんなに大きいとは思

わなかった。 

「この大根を丸ごと煮てみたい」とのおもいが

ふつふつと湧き出てくる。欲しい。 

「この大根どうするの」と聞いたら、「農協さん

のだから、わからない」という答え。 

「頂けないでしょうか」と申しこんでみました。

だめでもともとですから、結局だめでした。 

そして 3 日 4 日を過ぎたころ、市役所から 2

個下さるとのこと。 

やったーこれで新年会のメイン料理が出来

たぞー 

５日間かけてトロトロと、１つはコンソメで、１

つは塩味で煮てみました。 

そして新年会当日、お忙しい中，石原市長

も来て下さり、「カブのような味だね」といってい

ました。 

桜島大根は煮崩れないので、

お正月料理など花がたをつく

ったりするのに便利だそうです。

しかしあまりにも大きいので１

軒ではたべきれない，せっかく

料理をするチャンスをくださっ

たので年の暮れに手にはいる

ようでしたらみんなでおせちに

使ってみようとおもいます。 
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阿左美地区の 
石造物めぐり 

当初の目的であった「笠

懸の石造物めぐり（調べ）も５

年目に入って漸く阿左美

（村）に入った。阿左美とい

っても笠懸の東半分を占め

ており、６つの旧村（阿左美、

久々宇、桃頭、鹿田、鹿の

川、西鹿田）で最も大きい村

落であった。 

村誌別巻２に記載されて

いる石造物を参考に４回に

分けて順次巡ったが、その

中で目立ったものを小字毎

に１～２に絞って揚げたい。 

 
① 向原 

山林か原だったようで、石仏はない。 

② 下 

富士講 

古い石宮は無いが、初代村長の筆による

碑がある。行をする時は、修験道場に合宿

し、精進料理を食べたという。 

③ 宮久保 

生品神社境内 

荒神山から荒神様を合祀してある他は、

石造物には特に見るべきものは無い。 

④ 元屋敷 

五輪塔が散見されるが、江戸時代には屋

敷は無かったようだ。 

⑤ 荒神山 

山であり、荒神の石宮は生品神社へ合祀

されている。 

⑥ 桜塚 

薗田屋敷の地蔵さま 

この地蔵を欠いて持っていると博打に勝

つというので頭が無くなってしまった。 

⑦ 北 

おくまん様 

奥熊野様と云い、和歌山県の熊野神社信

仰で熊野比丘尼が熊野権現を諸国に勧

請した。昔から下組が祀っており、春と秋

の祭りにはお供えなどをする。費用はツラ

ヌキ（会費）で賄っている。 

⑧ 仲 

南光寺境内、さんのう様 

阿左美駅北の田んぼの中に塚があり、鎌

倉時代と推定される五輪塔があったが、南

光寺に祀ってある。 

若宮八幡宮 

鬼門除け八幡とも呼ばれ下山家が大切に

祀っており、５月と 11 月にお祭りがある。 

⑨ 横町 

道祖神（どうろくじん） 

飼育所が出来るので移転したら不幸が続

いたので元の所に戻した。 

善正稲荷（ぜんしょういなり） 

下山一家（17 件）で祀っているが、名前の

いわれを知る人は居ない。 

⑩ 沢田 

國瑞寺境内、風害供養地蔵 

昭和 10 年９月の竜巻で亡くなった４名の

供養と成仏を願って建立した。 

結界石 

町内にある寺院では唯一の結界石である。

「不許葷酒入山門」は、「葷
バ㈵

酒
ヘ㈧

の山門に入

るを許さず」という意味。「葷」とは、ニラ、ニ

ンニク、ラッキョウ、ネギ、といった臭の強い

食べ物のこと。 

⑪ 谷端 

公設市場あたりを云い、石仏はない。 
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⑫ 上 

おまん稲荷とおちょう稲荷 

二人は姉妹と云い伝えられている。おまん

稲荷はお産の神様として信仰されてきた。 

⑬ 道上 

文殊様 

岡登用水に落ちて命を落とす事故が多発

したとき、占い師の言葉通り掘底をさらった

ところ五輪塔がみつかった。そこで御堂を

建て文殊様を安置し供養した。 

⑭ 岩宿 

地蔵院境内 

新築した本堂（平成 17 年）に対するように

盛土の上に宝篋印塔や地蔵など 15 の石

仏が祀られている。庚申塔も山門際にある。 

天王様石宮 

道路に南して石宮はある。昔は大変賑わ

ったそうだ。疫病が流行ったとき、天王様

をかつげば治ると追われたが、石宮では

かつげないので、久宮の天王様を借りて

悪病を追い払った。 

⑮ 竹沢 

長寿院境内、徳本念仏塔 

苦行した徳本行者の徳をし

のび、南無阿弥陀仏を独特

の書体で刻んでいる。 

⑯ 堀上 

三俣分水の北で石仏は見ら

れない。 

 
第 12 回友の会展示（平成 20

年 12 月７日～21 年１月 12 日）

では、雑駁なまとめで、石造物

以外も含めて写真のみ掲示しま

した。 

21 年には「町内の石造物」を

小冊子にまとめる努力をすることにしていま

す。 

 

古代米づくり 
例年のように「黒米」と「緑米」を植え付けた

が、天候の影響かどうか、実入りに大きなずれ

が生じて、稲刈り、はざ掛け、脱穀、籾摺りとす

べて２回行うことになり、大変苦労した。 

収穫も思った程ではなく籾も混ざってしまっ

たり、伝承会の最后の米作りは、笑顔で終わら

なかった。 

21 年からは、博物館事業として古代米づくり

に全員が経験を生かして協力することになっ

た。 

 

鹿田山ネットワーク 
関係ある 25 団体の一つとして、あずまいち

げの植栽、カタクリの播種、マリーゴールドの

播種、そして遊歩道へのチップ撒きのボランテ

ィア活動を行った。 

 



- 14 - 
 

友の会会長交代 

新旧会長あいさつ 
 
 

思 い 出 の 記 
－ 友 の 会 会 長 を 辞 し て － 

前会長 高橋武 

 

金子実編集長から、今度の会報

に会長辞任の挨拶文を載せたいと

いう話がありましたので、まだ会から

抜けてしまうわけではありませんが

思い出すままに書いてみました。 

 

１、初代会長の急逝 

先ず思い出されるのは、前任者

である田村育一（やすかず）会長の

急逝のことです。 

平成 14 年６月 10 日 13 時ごろ、

高橋光枝さん（叔母＝故人）より田

村さんが亡くなったという電話が入り

ました。一瞬耳を疑いましたが、兎

に角、資料館の三輪館長補佐と友

の会の寺澤副会長、高橋光枝幹事

と私の４人で、お悔やみにお伺いし

ました。 

奥様によると、昨日のお昼頃まで

は元気で畑に行っていたが、突然

今日の 10 時 57 分腸閉塞で病院で

亡くなりました。とのことでした。 

会長が亡くなられたということにな

ると、後をどうするかの話になります。

役員人事については、会則では総

会で決めるとなっていますが、総会

はつい８日前の６月２日にやったば

かりなので、次期総会まで副会長が

代行することになり、６月11日以降、

次年度の総会までの約 1 年は私が

会長代行を務める破目になってしま

いました。 

そもそも私が友の会に入ったのは、

ほんの軽い気持ちからでした。 

私は教育委員会時代の平成８年

に心筋梗塞を患い、あと２時間遅れ

ていれば死んでいたという経験をし

ました。その後一切の役をやめてい

ましたが、月日も無事に経過したの

で、年に１回の史跡見学会にでも連

れて行ってもらえば、くらいの気持ち

で友の会に入りました。 

そんな折の田村会長急逝で、「困

ったなあ」というのが実感でした。 

私は田村さんが友の会の会長だ

った頃、「上毛新聞」の連載で、92

歳まで 10 期 40 年間村長を勤められ

ていた上野村の黒澤丈夫氏の紹介

記事を読んで感銘を受けていたの

で、笠懸村の村長を勤められた後も

なお、会長を務めていてくれる田村

さんには、「西の黒澤、東の田村と

皆に言われるまで頑張ってくださ

い。」などと勝手なことを言っていま

した。それただけに、その後を継げ

るのだろうか、引き受けてはみたも

のの、能力はあるのだろうか、体調

や家庭の事情は…、などと考えると

不安の日々が続きました。 

しかし、次第に会長という立場で

会の様子がわかってくると心配など

取り越し苦労であると解ってきました。

皆さんの話を聞いて、すべて納得し

て、それに従っていればうまくいきそ

うだ。なぜなら、資料館には優れた

職員がおり、友の会は有能で行動

力のある会員の皆さんがいるという、

ボランティア集団であったからです。 

 

２、松沢館長 

会長を受けたその翌年の平成 15

年３月には、町の行政改革の一環と

して、館長はすべて職員館長となり、

資料館の松沢館長も例外ではなく、

お辞めになられることになりました。 

松沢亜生館長は、友の会育ての

親とも言える方で、初代館長の戸沢

充則（明治大学教授）の推薦で奈良

国立文化財研究所から来らました。

石器作りの技法については、全国

でも五指に入ると知られており、県

外からもその教えを乞いに集まって

きた人も多かったようです。従って館

長を辞された後もすぐ東京に引き上

げてしまわないように、なんとか町に

とどまってくれるよう皆さんともども努

力してみたのですが、体調を崩され

たということも手伝って家族の元に

帰られました。でもその後、岩宿ムラ

まつりの折などには見えてご指導い

ただきました。 

 

３、民俗伝承研究会 

石器作り、土器作り、古代料理研

究会などいずれのサークルにも属し

ていない会員がいる一方、資料館
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主催の郷土史講座の受講者は多く、

身近な歴史に関心を持っている人

が多いと思われた。そんなことから、

より多くの人に友の会に入会し、積

極的に参加してもらいたいと、第４の

サークルを作ることを考えました。中

心になってもらったのは、大川宏さ

んです。この方は、笠懸村当時から

商工会の事務局長として知らない人

は少ないでしょう。が、私は大川さん

があれほど歴史に興味を持ち、熱

心で、生前の相澤忠洋さんとも知己

の方だとは知りませんでした。 

サークル名は「民俗伝承研究会」

と厳しい名称ですが、何でもやって

みる、みたいなところがあって、古代

米を作る話まで発展しました。 

しかし、伝承会の中には水田の

経験者は橘内文雄さんだけだった

ので、橘内さんを先生とし、松島英

一さんの休耕田をお借りして始めま

した。最初は、開校以来水田を作り

続け、資料館とも関係の深かった笠

懸東小の児童たちの教材として古

代米を導入することが目的でしたが、

今では博物館の北に「ふれあい学

習館」も含め、古代米専門の水田、

古代畑、さらに古代米の会（米っ子

クラブ）もでき、何か感慨深いものが

あります。 

 

４、県知事の来館 

最後の思い出は、私が永い間思

い続けた願いが叶ったことです。そ

れは、博物館に群馬県知事に来て

もらったことです。 

このことについては別項で取り上

げていただいているので重複は避

けますが、地元選出の県議にお願

いしつづけていたにも関わらず、小

寺知事には 16 年間の在任中、つい

に応じてもらえませんでした。知事も

代わり、改めて須藤県議や石原市

長にお願いをしたところ、ついに夢

が実現しました。 

 

以上、長々と思い出すままに書き

ましたが、会員の皆さんには至らぬ

私を支えてくださって本当にありがと

うございました。おかげさまで長年思

っていた夢も叶いましたし、80 歳を

迎え、人生の一つの節目でもあるし、

耐用年数もすでに切れておりますの

で、辞任させてもらいました。今後の

ことはよく解りませんが、我が家に昨

年まで建っていた蚕室を整理したの

で、これを建てた先祖の供養にと造

った、自称手作りの古墳と称する土

盛りがあります。土器作りサークルの

先生方に教わりながら埴輪を造って

飾ろうかな、などと夢を見ています。

 

楽しみながら 誰かのために 

友 の 会 の 更 な る 充 実 を 

会長 田村確也 

 

岩宿博物館を語るとき、友の会の

存在を抜きにしては語れないだろ

う。 

私たち博物館友の会の活動がそ

んな風に一般に認識されているの

ではないかと自他共に思う中で、そ

の会長をお引き受けする事に対しそ

の重責に緊張致します。会員皆様

の御指導と御協力をよろしくお願い

致します。 

岩宿博物館は、在野の考古学者 

相沢忠洋さんにより発見され「日本

のあけぼの 岩宿遺跡」として名高

いその遺跡と遺物の保存と活用を

目途として、平成四年に「笠懸野  

岩宿文化資料館」として開館されま

した。そして、今は岩宿博物館として、

みどり市南部を特徴づける施設とし

て存在感を発揮しているわけですが、

その発展の陰には先輩の代々の役

員の皆さんのもと、会員皆々様の地

道な活動があったからこそと考えら

れます。 

とかく、こうした博物館というのは

只、在るだけで来訪者を待つという

施設になりがちなのでしょうが、まし

てや旧石器時代（岩宿時代）にこだ

わった本施設にとってはリピーター

の確保が難しく、従って座している

だけでは館運営が困難になって来

ようかと思われます。こうした中で、

本博物館は活動する博物館として

主に子供たちを中心とした石器作り、

土器作りの体験学習を始めとした学

習活動に積極的に取り組んでおりま

す。 

めまぐるしく変わる現代社会、生

涯学習の時代です。私たちは「温故

知新」をコンセプトとして、楽しみな

がら趣味として石器、土器造り、その

他歴史的な体験を通し仲間たち、ま

た子供たちと一緒になって歴史を学

んで行けたら素晴らしい事だと考え

ます。友の会との関連団体である

「かさかけ郷土史会」「岩宿の里 米

っ子クラブ」「鹿田山環境保全ネット

ワーク」等等の皆さんとの連携を密

にして互いの効果を高めて行けたら

と思います。 

会員の皆様はもとより関係機関、

団体の皆様方の御指導と御協力を

重ねてお願い申し上げ挨拶と致しま

す。 

平成 21 年５月 17 日 
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友の会役員改選 
平成 21 年５月 17 日に行われた友の

会総会にて、友の会役員の改選が行わ

れました。 

平成 14 年から実質７年間会長を務め

てきた高橋さんが退き、第３代会長に田

村確也さんが就任しました。 

田村さんは初代会長の田村育一さん

の弟であり、平成１２年から 18 年まで、笠

懸町の最後の町長を務められた方で

す。 

また、市川浩也さん、森田美枝子さん、

森村隆作さんがそれぞれ退き、新たに関

口廣さん、井上和久さん、田村幸男さん

がそれぞれ役員とまりました。 

今後ともよろしくお願いします。 

 
新旧役員対応表 

編集後記 
「県知事に来てもらいたい」と高橋会

長は兼ねてより話しており、「これが最後

の仕事だ」とも言っていた。ついに実現し

たとき、今までの発言のこともあり会長辞

任を慰留することはできないと感じた。 

奇しくも初代田村育一会長が７年間、

２代目高橋会長も会長代行時代も含め

て７年間の会長在位。今後は一会員とし

て気楽な立場で友の会活動に参加する

そうです。（金子） 
 

表紙でひとこと 
自分自身が「石器作りサークル」の代

表をつとめているので、会報の表紙も石

器がらみのものを描きたいと思っている

のだが、黒耀石のような光沢のあるもの

はどうも自分の画風には合わないと思う

し、そもそも石器を作っている姿は、うつ

むいているため絵としてあまりよくない。 

そこで採用したのが今回のイラスト。

「見覚えがある」という人がいたら相当な

ものだ。第５回友の会展示（平成 13 年）

のリーフレット用に描いたイラストです。 
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群馬県知事を迎えて 
前・友の会会長 高橋武 

 
 

念願だった知事の来館 
 

今年は 1949 年（昭和 24 年）に岩宿遺跡が

発掘されてちょうど 60 年になります。発掘は戦

後間もない頃で、戦前までの日本の歴史（皇

国史観）を覆す科学的根拠ともなり、「日本の

歴史を変えた岩宿遺跡」「日本のあけぼの岩

宿遺跡」などと、学校の教科書にも掲載されて、

一躍脚光を浴びました。 

このような岩宿遺跡を、我々地元の者は誇り

に思い、保存活用することが自分たちの責任

であると考え、村も総力をあげて対応し、資料

館の建設、その後の運営等に努力してきまし

た。こうして、当時としては世界にも珍しい石を

中心とした資料館が完成オープンしました。平

成４年10月のことです。これに要した建設費は

約 23 億円弱とされています。 

 

しかし残念なことに、これほど重要な遺跡で

ある岩宿に、群馬県の行政のトップである知事

が足を向けてくれませんでした。 

私は長年、知事には是非岩宿に来て、見

て、知ってほしいと願い、今は亡き地元県議森

田重雄氏、現須藤県議等にその旨をお願いし

てきたのですが、前の知事には 16 年間の在任

中、とうとう応じてもらえませんでした。 

幸い、ここに来て知事に地元新田郡出身の

大澤正明氏が選ばれましたので、改めて須藤

県議や石原市長にお願いをしたところ、多くの

関係者のご協力を得て、昨年（平成 20 年）４月

６日、ついにその夢が実現しました。 
 

知事へのもてなし 
 

その日、大澤知事は岩宿ドームに立ち寄ら

れ、ビデオによる説明を椅子にかけて最初か

ら最後まで熱心にご覧になられたのには驚き

ました。 

博物館では総合学習の作品を展示した「岩

宿人になろう」が開催中で、展示品を作った児

童が、知事に活動の様子を紹介しました。 

 

石
原
市
長 

大
澤
知
事 

須
藤
県
議 

高
橋
会
長 

関
矢
代
表 
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「岩宿人の広場」に来た知事を、私たち友の

会が迎えました。 

広場では石器作りサークルが石器を作って

おり、知事は小菅学芸員の説明に質問を交え

ながら、熱心にご覧になられました。 

また、知事へのお土産に土器作りサークル

代表の若林さんが作った土器と、小菅学芸員

が作った槍先形尖頭器を進呈しました。 

ここでちょうど昼食時にあたりましたので、古

代料理研究会の皆さんに腕をふるってもらい

ました。 

「岩宿人の広場」で切り株のテーブルと椅子

で、古代米のおにぎりと猪鍋など、古代料理研

究会代表の関矢さんの説明を聞きながら、参

加者全員で古代料理を味わっていただきまし

た。他所ではできないであろうもてなしで、知

事を囲んでの懇談会にもなり、参加者には充

分満足していただけたようです。後で聞いた話

では「他所でも、ああいう受け入れ方をしてくれ

れば」と知事は話していたとか。 

また来館記念に、みどり市の木に選定され

た「ソメイヨシノ」を市長、県議と共に植樹しても

らいました。この木の大きくなるのを在任中に

是非来て見て戴きたいと思っております。 

 

来館にあたって 
 

岩宿での知事の動きは以上のようですが、

実際には来てもらえるということが決まってから

来館するまでが大変でした。 

来ることを決めるまでには、まず日程や時間

調整をします。それは県では秘書課が、市で

は秘書室がお互い相手の関係者と連絡調整

しながらの作業となります。 

副市長はかつての県の課長職の実績を活

かして秘書課とも渡りをつけてくださったようだ

し、受け入れについても、知事の車の駐車場

所、視察コース、案内人、所要時間など秘書

室の職員と実際に現場を歩いて、計画して細

かい配慮をしてくれました。 

ただ、受け入れの中で、来館時間が昼食時

に当たることから、不特定多数の人員の受け

入れ場所、食事内容等も心配でした。が、これ

こそ、古代料理研究会の十八番。関矢代表に

頼んだら「まかせておいて」の一言で解決しま

した。こうして「岩宿人の広場」での友の会によ

るおもてなしが決定していったのでした。 

 

知事室 
 

最後に、知事に進呈した小菅学芸員作の黒

曜石の石槍と土器作りサークル代表作の縄文

土器ですが、知事にお渡しする際、 

「知事室に飾っておいてください」 

と頼んだ。 

後日須藤県議から、「知事室に実際に飾っ

てありましたよ。」との報告があり、知事室を写

した写真も頂きました。 
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第第第 111222 回回回友友友ののの会会会展展展示示示   

サササーーークククルルル活活活動動動展展展２２２００００００８８８   
 
平成 20 年度の友の会展示は、「サークル活動展」ということで、各サークル

の 1年間の活動の成果を展示しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石器作りサークル 

1 年間に制作した石槍や石鏃などを展示

し、活動をパネル写真で振り返りました。 

土器作りサークル 

焼町土器を中心に制作したものを展示し

ました。 

古代料理研究会 

1 年間の活動の報告です。菜種油を使っ

た料理のほか、布ぞうり作りなどを紹介し

ました。 

民俗伝承研究会 

笠懸町阿左美を歩き、調査した石造物な

どを写真と解説を付けて展示しました。 
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平平平成成成 222000 年年年度度度史史史跡跡跡見見見学学学会会会   

陸陸陸奥奥奥ののの考考考古古古学学学をををたたたずずずねねねててて！！！   
 
9 月 7 日に福島県南部、「まほろん」とそれに隣接する「加速器分析研究所」、

それから白河関跡を見てきました。参加者 30 名 

 
まほろん 

「まほろん」は、福島県文化財センター白

河館の愛称で、平成 13 年に開館しました。

「遺跡から学ぶ自然と人間のかかわり」をテ

ーマに、“見て・触れて・考え・学ぶ”体験型

フィールドミュージアムを目指しています。 

見学では、まず屋内展示を見て、館内で

昼食を済ませたあと、屋外展示を見に行きま

した。雨が時折降る中、雨が止んだ間隙を縫

っての屋外見学となり、少し忙しい見学となり

ました。 

ちなみに、「まほろん」とは、「まほろば」と

「ロマン」を合わせた造語です。 

 
加速器分析研究所 

「まほろん」と隣接する施設で、岩宿大学などでも良く出る言葉「放射性炭素（14Ｃ）年代測定」を

行っている施設です。 

分析センターの鹿又氏には、どういうしくみで年代が測定できるのか分かりやすく説明していた

だいた上、こちらからの質問にも丁寧にお答えいただきました。 

 
白河関跡 

白河関は、設置年代は不明ですが大化の

改新の頃には成立していたと考えられ、平安

時代中期には絶えた古代の関です。 

平安中期の歌人、能因法師の歌「都をば 

霞とともに立ちしかど 秋風ぞ吹く白河の関」

をはじめ、多くの歌人が歌いました。 

見学している時に雨が降り出してしまった

ため、あまりゆっくり見ることができなかったの

が残念です。 
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大人の石器作り教室 

博物館見学 

 

 

大人向け体験学習講座 
 

岩宿博物館では、開館当初から体験学習

に力を入れてきました。体験学習の主役はも

っぱら子供で、大人の参加はごく少数です。

しかし岩宿ムラまつりや夏休みの体験学習

教室で多くの親子に接していると、子供より

親が真剣なケースが目立ちます。 

そんなことから大人向けの石器作り教室が

2007 年に開かれました。（大人向けの体験

学習講座は 2006 年に土器作り教室が開催

されたのが始まりです。） 

初回の成功を受けて昨年（2008 年）は石器、

土器の両サークルが前面に出て、友の会と

博物館の共催事業として「大人向け体験学

習講座」を開催しました。 

講座は、石器を作っているのを見ることから

始まります。石器を作りながら、石がどのよう

に割れるのか、どうやって割ったらいいのか、

などの説明をします。それが終わったら各人

に人が付いて指導します。 

この講座を機会にサークルに参加してくれ

る人もおり、サークルに新たな風を入れる良

い機会にもなっています。 

 

以下宣伝です。 

2009 年度は６月 21 日は終わってしまいま

したが、あと９月 20 日に開催されます。次の

ような人は是非参加してください。 

・石器に興味のある人 

自分で石器を作ることによって、石器に

対する理解は深まります。 

・モノづくりが好きな人 

石を叩き割って何らかの形を作っていくと

いう作業は、石器や考古学に興味のない

人でも十分に楽しめます。 
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日時 活動内容
04月20日 石器作り
05月18日 石器作り
06月01日 大人向け石器作り教室
06月15日 石器作り
07月20日 石器作り
08月17日 石器作り
09月14日 大人向け石器作り教室
09月21日 相澤忠洋記念館石器作り指導
10月19日 石器作り
11月16日 石器作り
11月19日 栃木市石器作り指導
12月21日 石器作り
12月23日 石器作り
01月18日 石器作り
01月25日 博物館見学
02月15日 石器作り
03月15日 石器作り

博物館見学 

ストーンツールズ 
 

１月 25 日にサークルメンバー7 人で安中市

ふるさと学習館で開催されていた「ストーンツ

ールズ」を見に行きました。 

 

 

縄文時代といえば土器ばかりが注目されが

ちですが、この展示では縄文時代の石器に焦

点を当てるといった企画でした。 

展示は①縄文石器研究の歩み、②群馬の

縄文石器の変遷、③縄文石器を作る、④縄文

石器を使う、⑤東北地方の多彩な縄文石器、

といった５つのテーマが設けられており、私は

⑤のテーマに興味を抱きました。 

石鏃や石匙、あるいは石斧といった石器は、

どのようにして使用したか想像することができま

すが、なんの目的かわからない石器があります。

異形石器といわれる石器がそれであり、その

自由な造形が製作意欲を呼び起こします。 

じっくりと観察してきて、２月のサークル活動

では図録を参考に、さっそく異形石器作りにチ

ャレンジ。どんな作品になったかは、12 月 6 日

から開催される友の会展示で発表します。 

 

 

 

見学はその後、高崎市観音塚考古資料館と

渋川市北橘町にある群馬県埋蔵文化財事業

団の発掘情報館を見てきました。 

 

その他の活動 
石器作りサークルは、毎月第３日曜日に活

動をしています。 

また、サークル活動とは別に、博物館活動

への支援ということで、石器作りの体験学習で

の指導を行っています。 

 

平成 21 年度の活動計画 
石器作りでは、技術的な面を改めて勉強し

ていく予定です。 

また、博物館見学や石器石材の採取も行う

予定です。 

そして、9 月には北海道への旅行も予定さ

れています。白滝の黒耀石原産地をメインで

いきます。次号で詳しく報告します。 

広報あんなか平成 20 年 10 月号 

 
 
 
 
 
異形石器 
IPA「教育用画像素材集サイト」 
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 

惏擦 20 惑惻焚哲嫻园 
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焼町土器を作って 
20 年度の土器作りのテーマは「焼町土器を作る」で

した。 

館の小菅さんのお力により、北橘歴史資料館から焼

町土器（道訓前遺跡出土）のレプリカをお借りすること

ができ、８月の定例会（合宿）では、それを手本にして

大きな焼町土器の製作に挑戦しました。 

大きな土器を作るので、短時間では作れないことが

予想されたため、定例活動日は２３、２４（土日）の二日

間でしたが、事前の１９日（火）から早い人は制作に取

りかかりました。仕事をしている人は、平日の制作はで

きないので、次の 30、31 日（土日）も作っていきました。

最も遅くまで作っていた人は、終りが９月２日（火）でし

た。結局、15 日間にわたって活動がおこなわれたこと

になりました。 

制作過程の一例を述べて見ます。 

 

８月 22 日（金）午後、製作開始。２時間 50 分で、本

体の素形（突起や文様を除いた部分）の約３分の２を

作り上げました。 

８月 23 日（土）定例活動日。残りの素形を作り上げ、

11 時 20 分に素形が出来上がりました。実作業時間４

時間 40 分。（写真１） 

 

この段階では、この日の午後と翌日とでなんとか完

成するであろうと甘く考えていました。11時30分から、

受けの部分の把手から制作に入った。主突起の部分

が４箇所あるので、４等分してほぼ同様な文様がつい

ているものと勝手に思い込んでいました。一箇所の把

手を作りながら、途中でモデルの土器を見ると、何か

違いがあることに気づいた。他の人がモデルを観察

するために回転させてしまい、自分がいま作っている

個所とは異なった面になっていました。そこで４つの突

起と４つの面がそれぞれ違う文様であることに気付き、

頭の中が大混乱を起こしました。いま自分がどこを作

っているかわからない。他の人も同様である。自分が

観察した面を作っていると、いつのまにかモデルの面

が他の部分になっている。お互いに観察するたびに

動かしてしまうので、みんなが混乱してしまった。そこ

で主突起部分に①～④までの仮番号を付けてモデル

の土器を載せているロクロに番号札を貼りました。 

いま何番の部分を作っているとか、何番と何番の間

の文様を描いているとかを把握して作り、モデルが回

転してしまっても、すぐどの部分だか分かるようになりま

した。この間大きな時間のロスがありました。 

23 日の 11 時 30 分文様の基本部分の骨組みから作

りはじめて、翌 24 日の一日を費やして基本の骨組の

粘土の貼り付けをしたがまだ終わりませんでした。25

日 11 時 15 分になって、やっと文様の基本の骨組みが

出来上がりました。この間の実作業時間は 11 時間５分

でした。（写真２） 

 

 

 

25 日午後 1 時から細部の文様をつける作業に入り

ました。翌26日16時30分に文様を付け終わりました。

写真 1 本体の素形 

写真２ 主突起と文様の基本の骨組みができあがった 



- 9 - 
 

この間、細部の文様付けで実作業時間 19 時間 5 分か

かりました。 

 

 

27 日、９時から 11 時、バリ取りを行う。 

28 日、10 時から 16 時、バリ取り。 

バリ取りだけで７時間かかりました。 

９月２日、13 時 20 分から 15 時 20 分表面を磨き、や

っと完成にこぎつけました。全部で８日間、実作業時

間にして３０時間５０分を費やしました。 

大型の作品作りは、たいへん根気の必要な作業で

あることを体験しました。 

 
 

史跡・博物館見学 

北相木村考古博物館へ 
 

2008 年５月 10 日（日）、長野県の北相木村考古博

物館と栃原岩陰史跡を見学しました。 

事前の話合いの中で、「北相木村ってどこ」という人

が大半だった。皆目見当が付かなかったが、「長野県

佐久郡北相木村」と言われて、佐久郡だから高速道の

佐久ＩＣを思い出して、その近くだろうと思い、少し何か

見えてきたような気がした。地図で調べると、佐久ＩＣか

ら南に向かってかなりの距離がある。ＪＲの最高所駅で

有名な小梅線野辺山駅がある小梅町の隣の村である

ことがわかった。群馬県上野村の隣村にもなってい

る。 

次に疑問に思ったのは、「そんな小さな山村の博物

館にいったい何があるのか」ということでした。この博物

館は、村の岩陰遺跡から発見された縄文時代早期の

遺物を展示してある施設でした。 

岩宿博物館を８時に出発して、11 時頃やっと北相

木村考古博物館前に到着しました。 

博物館に入ろうとすると、入口が閉まっていました。

一瞬「しまった休みか」と思ったが「いや、日曜日休館

の博物館はないだろう」と気を取り直してよく見ると「入

館の方はこのボタンを押してください」という表示があり

ました。隣の公民館に通じていて、すぐ職員がやって

きて入り口を開けてくれました。職員が公民館と兼務に

なっていました。それほど見学者の少ない博物館のよ

うでした。 

 

北相木村は、群馬県境の山並みを水源とする相木

川が村内を流れていて、この川に沿って集落がある山

村です。 

岩陰遺跡は、八ヶ岳の火山活動による泥流の一部

が相木川の谷に流れ込み、泥流に埋められた谷が再

び新たな浸食を受けて、窪みが形成され、縄文人の

生活の場になった遺跡です。 

いくつかある岩陰遺跡のなかで、代表的なものが栃

原岩陰遺跡です。この洞穴が縄文人によってほぼ１千

年にわたって利用され続けた結果、生活で生じた灰が

堆積して層が形成されました。岩陰の内部には数多く

の炉跡が残されました。そして、多量の石器、土器、骨

器が出土とています。また、多数の人骨も出土してい

ます。人骨は保存状態がよく、顔の部分もかなり残っ

ていて、北相木人と命名され、復元されています。 

遺物が灰層の中に保存されていたため、きわめて

良好な状態で出土した多量の遺物が、北相木村考古

博物館に展示されていました。 

特に、骨角器はつり針や縫針など、かなり小さくて精

巧なものがたくさんありました。土器は縄文時代草創

期から早期のものであり相木式土器といわれる独特な

ものがみられました。 

写真３ 細部の文様が付きできあがった土器 
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