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◆花壇を設置しました◆
　岩宿博物館では、平成 28 年 4 月 15 日から 5 月 15 日にかけて開催
される ふるさとキラキラフェスティバル に伴い、いくつかの花壇を設
置しました。博物館前の広場に新たに設置された原人花壇は、人の進化
の過程が色とりどりの花で描かれた、珍しいデザインとなっています。
市民ボランティアの方々のご協力によって完成した、見応えある全貌を
ぜひご覧になってください。

市民の協力による花の植え付け



　日本の旧石器時代にあたる岩宿時代を代表する石器に、「ナイフ形石器」と呼ばれる石器があります。

この石器は、石材から割り取ったカケラの鋭い縁を残して、ナイフのように先を尖らせて作られた日本独

特のものです。岩宿時代の当初から日本列島内各地から発見され、終末期の前まで使われていました。こ

のナイフ形石器の代表となるのは石刃と呼ばれる細長い素材を利用したもので、約 2.8 ～ 2.3 万年前に

発達期を迎えます。関東地方の代表的な発達期の石

器群を展示し、岩宿時代の中でナイフ形石器が果た

した役割を見ていきます。

展示解説講座　10月 9日（日）（講師未定）

展示解説会　10月 8・29日、11月 12・19日

　　　　　　　（各土曜日午後2時～）
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第62回企画展

ごあいさつ
平成28年度の活動方針「将来を見据えた活動」を

10月1日（土）〜11月23日（水・祝）

『ナイフ形石器―発達期の石器群を追う―』

岩宿博物館　館長　小菅将夫

　月日は早いもので、いつの間にか岩宿の桜も散ってしまい、八重桜が満開を迎えようとしています。

例年通りの春を迎え、博物館では小学生の団体が訪れ、その歓声が響く賑やかな時期を迎えました。

　そのような中、博物館が多忙であればあるほど、一歩引いて「将来を見据えた活動」を進めなければ

と常々考えています。博物館自体も 20年を越え、昨年はこれまでになく多くの部分で修理を実施して

きました。今後も建物や設備の改修を計画的に徐々に進めたいと思っています。そのようなハード面で

の改修以上に、博物館としての活動をより充実できるような、また夢のある活動を目指していきたいと

考えています。将来に向けた計画を立て、少しずつではありますが、その準備を進められればと思います。

5年後、10年後の博物館がどうなっているのか、まだ想像できませんが、その姿がおぼろげながらで

も見通せるようにしたいものです。

　常設展示や企画展示といった展示事業では、最新の研究成果と展示手法や技術を取り入れることが必

要でしょう。岩宿大学や郷土史講座といった市民講座、岩宿探検隊や「岩宿人にチャレンジしよう」な

どの子供向けの体験学習事業、岩宿フォーラム / シンポジウム、春と秋の岩宿ムラまつりなど、特色あ

る事業は、内容や実施方法を検討しつつ、さらに充実を図りたいと思います。

　そのためには、博物館の内部だけでなく、学術経験者やご協力頂いている多くの方、市民の皆様から

も意見を頂戴したいと思います。博物館がより開かれたものとなり、さらに発展する方向を模索したい

と思いますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

発達期のナイフ形石器（前橋市堀越甲真木 B 遺跡）
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夏休み子ども向け展示

みどり市内体験学習作品展

『岩宿人になろう』
平成29年3月18日（土）〜4月9日（日）

　みどり市笠懸町阿左美に所在する元屋敷遺跡からは、古墳時代初めころと考えられる方形周溝墓が検出
されています。方形周溝墓とは、埋葬施設の周囲に幅１～２ｍ、深さ１ｍほどの溝を方形にめぐらした墓で、
中央にわずかな盛土があるものもあります。元屋敷遺跡で発見された方形周溝墓は１辺が約 10× 10ｍ
の大きさで、埋葬施設は削られてなくなっていましたが、周囲の溝からは完形に復元できる土器や壊され
た土器片が集中する場所が見つかっており、お墓に伴う何らかの祭祀があったと考えられています。
　市内唯一となる元屋敷遺跡の方形周溝墓出土の資料は、みどり市の古墳時代の始まりを解明する上でた
いへん貴重です。今回の企画展では、東毛地域を中心に県内で検出された方形周溝墓出土の土器類を展示
する予定です。
展示解説会　1月28日、2月 4・18日、3月11日（各土曜日午後2時～）

第63回企画展
『方形周溝墓の世界』

平成29年1月28日（土）〜3月12日（日）

みどり市市制施行10周年記念『みどり市の歴史と文化財』

4月23日（土）〜7月18日（月・祝）春 季 展 示

　10年前の平成 18年に誕生したみどり市には約 3万年前からの長い歴史があり、２か所の国指定史跡を
はじめ、４か所の群馬県指定史跡、９か所の市指定史跡など多くの文化財に恵まれています。
　この展示では、市内に所在する遺跡の出土品や、市内各所に所在する様々な文化財を通じて、岩宿時代
から近代に至る、みどり市の歴史を概観します。
　今回は、新たに市内の遺跡から発掘調査によって発見された縄文土器を展示します。

　本年度に市内の保育園・幼稚園・小学校の子どもたちが体験学習や総合学習で学んだ記録や作品を紹介します。

第20回友の会展示

『サークル活動展 2016』
12月4日（日）〜平成29年1月15日（日）

　岩宿博物館友の会には、石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の 4つのサークルがあり、
自主運営のもと活発に活動しています。また、博物館主催の行事にもいろいろな形でご協力をいただいて
おります。会員の 1年の活動記録の成果や作品を展示します。

『岩宿人のくらしをさぐる』

7月31日（日）〜9月19日（月・祝）

　岩宿時代の人々はどのような生活をしていたのでしょうか。遺跡から出土
した石器やこれまでの研究成果から当時のくらしをさぐります。岩宿時代の
環境、石器製作・使用法、衣食住等をわかりやすく展示します。夏休みの自
由研究のテーマに岩宿人を調べて、その成果を岩宿文化賞に発表しよう！体
験型展示ですので、石器の使い方や衣服の試着もできます。「岩宿人検定ク
イズ」も実施しており、全問正解したらすてきなプレゼントがあるかも？ 昨年度の展示のようす
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　岩宿大学は本年度 24年目を迎え、4年をサイクルとする大学として 6度目の区切りの年を迎えました。

これまでの一連の講座では、具体的な遺跡の発掘調査から出発し、どのように研究が組み立てられてきたのかを基軸と

して講座を構成してきました。1年目は新たな試みとして実際の遺跡の発掘調査、2年目は遺跡を発掘調査した成果が

岩宿時代や縄文時代の研究をどのように進展させて来たのかを学びました。昨年度はそのような遺跡が集中して発見さ

れる「遺跡群」についてみてきました。そこで今年は、遺跡や遺跡群からさらに対象を広げ、日本列島内の地域的な特

色を学んでいきたいと考えております。

　今年の講座では特に岩宿時代に焦点を絞り、発掘調査と研究が遺跡から遺跡群と徐々にその対象を広げ、どのように

岩宿時代の地域社会を明らかにしてきたのか、各地域の研究を代表する一流の講師陣から講義をいただこうと思います。

２０１6　　　岩宿大学受講生募集

サロンコンサート
♪10月8日（土）・10月 29日（土）
　博物館展示室でのコンサート。当館は天井が高い

ため、教会のような独特の響きが楽しめます。マン

モスの全身骨格をバックに、ひと味違ったコンサー

トをお送りします。

開演時間　19：00〜

入 場 料　2,000 円

（チケットは、岩宿博物館で販売します。）

岩宿の里　古代料理レストラン
　黒耀石のナイフで肉を切り、石蒸し料理をつくり

ます。太古の料理をモチーフにした古代料理のフル

コースを堪能できます。

平成 28年 7月〜 9月の毎日曜日、8月 13日 ( 土 )

（ただし、7月 10日、8月７・14日は除く。）

参加費　一般 3,500 円、高校生 3,400 円、

　　　　小中学生 3,350 円

申込み　3日前 (木曜日 )までに電話で岩宿博物館へ

定　員　30名（最少催行人数 10名）

※申込者が少数人の場合は中止になる場合もございます。

テーマ：『発掘によって地域を解明する』
第 1講　開講式　　6月 5日（日）

　「九州地方の発掘調査と地域的な特色」
　　　木崎　康弘　氏（熊本県立装飾古墳館）

第 2講　7月 3日（日）　　

　「中・四国、近畿地方の発掘調査と地域的な特色」
　　　絹川　一徳　氏

（大阪市博物館協会大阪文化財研究所）

第 3講　9月 4日（日）

　「北海道地方の発掘調査と地域的な特色」
　　　寺崎　康史　氏（今金町役場）

第 4講　10月 9日（日）

　「中部・関東地方の発掘調査と地域的な特色」　
　　　伊藤　健　氏（東京都埋蔵文化財センター）

第 5講　閉講式　11月 27日（日）

　「東北地方の発掘調査と地域的な特色」　
　　　渋谷　孝雄　氏
　　　　　　　（山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館）

受講生募集要項
●募集人員　60人（定員を超えた場合は先着順）

●応募資格　考古学を学びたい意思のある方ならどなた

でも可能です。

●受講料

　①通年受講　一般 5,000円、みどり市内在住の

　　一般 3,500 円、友の会会員 2,500 円

　②単独受講　各講義とも 1,000 円

●応募方法

　　住所・氏名・年齢・電話番号・友の会会員であるか

どうか・受講形態（通年受講か単独受講か〔単独受講

の場合受講したい講座名を明記〕）をご記入の上、は

がき、ファックス、Ｅメールもしくは博物館窓口にて

直接お申し込みください。（電話での受付も行います）

●応募締切　5月 26日（木）

　　　　　　（はがきによる当日消印有効）

●受講生の決定について　　

　はがきにて通知いたします。
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農業体験学習
「岩宿の里米っこクラブ」－岩宿の里で古代米をつくろう－

「岩宿人にチャレンジしよう！」

岩宿探検隊 大人向け体験学習講座

28 年度上半期

体験学習のご案内

　機械のない時代、昔の人はどのように農作業をしてい

たのでしょうか？昔ながらの方法で農業体験をしてみま

せんか。定番となっている古代米（黒米と赤米の 2種

類）の他に、今年もサトイモの栽培にチャレンジします。

みんなで育てた作物は、収穫をしておいしくいただきま

しょう。

【開催日と内容】

（天候や作物の生育状況により変更となることがあります）

第１回	 4 月 23日（土）古代米種まき・

　　　　　サトイモの植え付け・米っこクラブ開校式

第２回	 5 月 28日（土）古代米田植え

第３回	 	7 月 16日（土）古代米水田の雑草とり、かかし作り

第４回　10月 1日（土）稲刈り、はぜ掛け

化石を探そう！
　大間々博物館との共催事業として、桐生市梅田町

の山中で化石を探します。恐竜よりも古い、2億 5

千万年前の古生代の化石を見つけましょう。運が良

ければ三葉虫が発見できるかも！？	ちょっと山登り

をします。

【日　時】7 月 9日（土）　9時〜 14時

【対　象】小学校 4年生以上 6年生以下

【参加費】200 円（保険料、資料代）

【定　員】60 人（定員を超えた場合は抽選）

【申込み】6 月 17日（金）午前 9時から電話受付

石器作り
　黒耀石を加工して石ヤリを作ります。友の会石器

サークルのメンバーが中心となって、石器の作り方

を基礎から丁寧に指導します。技術を学んだら、子

供達に石器作りを教えるボランティア活動に参加し

てみませんか？

6 月 19日（日）　石器作り①

9月 18日（日）　石器作り②

【時間】午前 10時〜 12時　　【対象】中学生以上

【参加費】500 円（材料費）　 　【定員】各 25名

【申込み】①は 5月 27日（金）、②は 8月 26日（金）

　　　　　 から　どちらも午前 9時から電話受付

　何万年も昔に活躍した「岩宿人」になって、どんな暮

らしをしていたのか体験してみませんか？

　岩宿人はどんな道具を作り、使い、どんな料理を食べ

ていたのでしょうか。ぜひ参加して確かめてみてくださ

い。宿泊コースは、展示室のマンモスと一緒に寝るとい

う特典付きです。

8 月 5日（金）　日帰りコース
8月 6日（土）～ 7日（日）　

　　　　　　　 宿泊コース（1泊 2日）
【主な内容】石器を作る（石ヤリ、石のナイフ）

　　　　　 石器を使う（ヤリを投げる、ナイフで肉を

第５回　10月 15日（土）古代米脱穀　

第６回　11月 13日（日）古代米でもちつき

　　　　（岩宿ムラ収穫まつり）

第７回　11月 19日（土）サトイモの収穫

第８回　12月	 3 日（土）しめ縄作り、収穫物の試食、

　　　　 閉校式

【対　象】小学校 4年生以上

　　　　　（3年生以下は保護者同伴参加）

【参加費】1,500 円（全回通し、保険料や材料費・資料

　　　　　代等を含みます）

【申込み】田植えと稲刈りのみの参加も受け付けます。

　　　　　博物館までお問い合わせください。

【会　場】岩宿の里　古代の里公園

　　　　　　切る等）石蒸し料理を作る・食べる

※雨天の場合は、内容が変更になることがあります。

【対　　象】小学生以上（3年生以下は保護者同伴参加）

【参 加 費】日帰りコース 2,000 円、

　　　　　　宿泊コース 3,000 円

【定　　員】各 30人（定員を超えた場合は先着順）

【申 込 み】　7月6日（水）午前9時から受付。希望コース、

	 氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、	

	 学年、生年月日、保護者名を次のいずれか	

	 の方法でお	 申込み下さい。〔電話・博物館	

	 窓口〕



6

　3月 6日に、郷土史講座の史跡見学会を開催し
ました。今回は戦国時代をテーマにした４回の講
義に関連して、群馬の戦国時代の遺跡を訪ねまし
た。大河ドラマ「真田丸」の影響もあってか大変
好評で、みどり・桐生地域以外からの参加者も目
立ちました。
　午前中に箕輪城跡を見学し、午後から沼田城跡
と名胡桃城跡を見学しました。いずれも有名な城
跡のため、一度は見学したことのある参加者が多
いように感じましたが、一連の講義を受講した後
に改めて地元の教育委員会の職員やガイドの説明
を聞きながら見学すると大変わかりやすかったと
いう意見が聞かれました。また、みどり・桐生の
城館めぐりもぜひ実施して欲しいというリクエス
トもあり、戦国時代の人気ぶりがうかがえました。

最近の行事から
郷土史講座史跡見学会 ｢群馬の戦国時代の遺跡を訪ねて｣

カタクリさくらまつり　岩宿ムラ収穫まつり
　3月 27 日に、岩宿人の広場において岩宿ムラ
まつりを開催しました。天候にも恵まれ、954人
もの参加者を得て無事終了することができました。
どんぐりパン作りや弓矢体験、火おこしなどの
様々な活動や、スタンプラリーを楽しんでいただ
きました。

どんぐりパン、おいしく焼けたかな？

弓矢体験　うまく的に当たったかな？

箕輪城跡にて

石うす体験　楽しそうですね！
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うことです。
　私にこの仕事ができるの
か？と不安に思った時期も
ありました。どこか一人で
仕事と立ち向かっていると
考えてしまっていました。しかし職員の方々や友
の会会員の方などが、私を支えてくださいました。
連携することによって様々な行事や体験を行うこ
とができる、そう気付きました。
　様々な行事を担当しましたが、その中でも特に
印象に残っている行事は、異動前最後の担当行事
となった「岩宿ムラまつり」です。おまつりの当
日は天気があまりよくない日が多かったのですが、
平成 28 年 3月 27 日に開催された岩宿ムラまつ
りは、天気に恵まれ来客人数もとても多く、大盛
況に終わりました。こんなにもお客さんが来てく
ださっていると感動しながら会場を見渡していた
時、「小保方さんがたくさん広報してくれたから
だね～」と友の会の方や職員の方に言われた時、
泣きそうなほど嬉しかったです（ちょっと泣きま
したが…（笑））。
　前任職員が当時のオリジンにこう書いていまし
た。
　『はじめは「ちょっとそこのお姉さん」だった
のが、異動するときには「○○さん」と名前を
呼んでくださるようになった』
この文章を読んだとき、私もそうなりたいと強く
思いました。

　「小保方さん」と名前を覚
えて呼んでくださっていた皆
さん、私も少しは岩宿博物館
の力になれていましたか？少
しでも力になれていたのなら、
私はとても嬉しいです。
　熱い気持ちと活気にあふれ
た方々がいる岩宿博物館にぜ
ひお越しください！
　3年間本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。

小保方里沙

　平成 28 年 3月 31 日まで岩宿博物館職員とし
て事務を担当していた小保方です。今回はオリジ
ン 77号へ記事を掲載するとのことで、勤務して
いた 3年間のことを書きたいと思います。
　みどり市役所新入職員になって一番はじめの
職場が岩宿博物館。高校生の時に岩宿博物館へ 1、
2回行っただけでしたし、私は五科目の中で一番
社会が苦手なので正直はじめは不安でした。
　岩宿博物館はどんなことをしているかもわから
ないまま仕事が始まったことを覚えています。4
月～ 7月は毎日団体の学校が修学旅行などで体験
や見学に来館、1年を通して開催される様々な行
事を覚えることに必死になり、ついていくことが
やっとでした。
　岩宿博物館は想像していたよりも、たくさんの
体験や行事を開催していました。各行事は担当
者が決まっており、その行事当日に向け準備をし
ますが、チラシ作成や広報ももちろん私たち職員
で行います。ラベル作りからたくさんの封入作業、
なにからなにまで初めてのことばかりで、1年間
はあっという間にすぎました。
　友人や同期からは「岩宿博物館でどんな仕事を
しているの？」と聞かれることがありました。ど
うやらみんなの想像では、解説の仕事だと思って
いたようです。私の仕事は、電話対応や友の会関
連業務、岩宿ムラまつりなどの行事や庶務、今思
えば幅広い仕事を行っていました。
　報連相が大切。研修で学び、心掛けているつも
りでしたが、報連相がしっかり
できていなかったので、準備
が遅れてしまった時もありま
した。準備の流れを乱してし
まったのにもかかわらず、ま
わりのみなさんは助けてくだ
さいました。「次はこうしてみ
よう」と励ましてくれたこと、
とても感謝しています。
　3年間岩宿博物館で仕事をし
て学んだことは、「慣れれば（わ
からなかったときよりも）もっ
と楽しく仕事ができる」とい
うことと、「連携が大切」とい

博物館での三年間ストーンエッセイ�



◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇
岩 宿 時 代 通 信

オ リ ジ ン

voI.77
Origin」とは、original の名詞形で「起源・源」を意味します。

〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美 1790-1
TEL 0277-76-1701　　FAX  0277-76-1703
E- メール： iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp
URL　　http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

岩宿信号鹿信号

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分阿左美・岩宿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

みどり市役所笠懸庁舎

岩宿博物館

電話でバス
（予約制　0277-72-0011）
　赤城駅からおよそ 12分
岩宿駅北口からおよそ 7分
（カタクリの湯で下車ください）

至太田・浅草

至前橋・高崎

至高崎 至足利・水戸

至赤城

至桐生・小山

至太田・浅草至中央前橋

至西桐生

阿左
美駅

岩宿駅

50

赤城駅

N

78

344

68

69

352

　 2016 年 5月 6日発行（年 3回発行）

編集・発行

《開館時間》午前 9時 30分～午後 5時
　　　　　（入館は午後 4時 30分まで）

《休 館 日》毎週月曜日
　　　　　（祝日と重なる場合は翌日）

　　　　　 年末年始（12月28日～1月4日）

観　覧　料
区　分 個　人 団体（20名様以上）
一　般 300円 200円
高校生 200円 100円
小中学生 100円 50円

2016 年4月〜8月 Schedule 催し物

4月

5月

6月
8月

7月

友の会会員募集
　『岩宿博物館友の会』は、岩宿時代を学び、考えていく中
で会員相互の知識と同好の人々との親睦を深めていくこと、
そして博物館の活動への支援を目的としています。博物館を
もっと知りたい方、岩宿時代に興味のある方、これ以上の入
会資格は問いません。あなたも友の会に参加しませんか。

友の会会員にはこんな特典があります
　① 岩宿博物館の観覧料が無料になります。

　②　企画展や各種講座のご案内をいち早く、確実にご案内いたします。

　③ 各種講座の受講料・史跡見学会参加料・一部企画展図録が割引

となります。

　④ 友の会主催の事業に参加できます。

　⑤ 博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ～オリジン～』を年 3 回お届けし

ます。

10 日（日）「岩宿人になろう」展示終了
23 日（土）春季展示「みどり市の歴史と文化財」開始
　　　　　 米っこクラブ「古代米種まき、サトイモの植え
　　　　　 付け、開校式」

14・15 日 ( 土・日）ふるさとキラキラフェスティバル 　
　　　　 無料観覧デー
28 日（土）米っこクラブ「古代米田植え」

 5 日（日）岩宿大学①　開講式
　　　　　 「九州地方の発掘調査と地域的な特色」
19 日（日）大人向け体験学習講座「石器作り①」

  5 日（金）夏休み体験学習「岩宿人にチャレンジしよう」
　　　　　日帰りコース
  6 日（土）～ 7 日（日）夏休み体験学習
　　　　　「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース

 3 日（日）岩宿大学②「中・四国、近畿地方の発掘調査と
　　　　　 地域的な特色」
  9 日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」
10 日（日）史跡見学会
16 日（土）米っこクラブ「古代米水田の雑草とり・かかし作り」
18 日（月・祝）春季展示「みどり市の歴史と文化財」展示終了
31 日（日）夏休み子ども向け展示
                 「岩宿人のくらしをさぐる」開始（～ 9 月 19 日）

　⑥ 石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

クル活動に参加できます。

　※入会手続きが完了した方には、会員証を送付いたします。特典

を受けるには、会員証の提示が必要となる場合があります。

年会費とお申し込み方法
●年会費　みどり市在住の方　

　　　　　個人会員 1,000 円　ファミリー会員 2,000 円

　　　　　みどり市外在住の方　

　　　　　個人会員 2,000 円　ファミリー会員 3,000 円

　※ファミリー会員への刊行物の配布は、１世帯に１部とさせてい

ただきます。

●お申し込み方法

　博物館に直接お申し込みいただくか、郵便振替をご利用ください。

なお、振替用紙は友の会事務局（岩宿博物館内）までご請求くだ

さい。

お問い合わせ　岩宿博物館友の会事務局（岩宿博物館）

※障害者手帳等をお持ちの方とその介護者 1 名は無料です


