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　３月 27日、みどり市市制施行に伴い、『岩宿博物館』として名実

ともに博物館として再スタートしました。

　写真は、現在の博物館建物です。初心忘るるべからずの精神でス

タッフ一同がんばりますのでよろしくお願いいたします。



　平成18年３月27日，みどり市誕生とともに,当館も『岩

宿博物館』に名称を変更しました。名実ともに当館は博物

館として再出発することになります。

　当館の活動は『岩宿時代の情報を発信すること』と『地

域に根差した博物館活動を行うこと』を柱とし，この基本

方針に基づき，今年度の博物館活動は次の様に行いますの

で，より多くの皆様のご来館をお待ち申し上げます。

　岩宿大学や岩宿フォーラム，フォーラムに連動させた企

画展は，岩宿発の情報発信として岩宿時代文化の普及を図

ります。郷土史講座や，子ども達を対象とした岩宿探検隊

や岩宿ムラまつりなどの事業は，地域の皆様に身近な博物

館となることを企図しています。

　展示事業では２回の企画展のほか，市内の歴史と文化財，

友の会展示，市内の小学校の総合学習を中心とした学習成

果の展示を行います。また館内での展示にとどまらず，公

民館や郵便局など公共施設にも展示を行い，館の活動を広

く公開します。生涯学習機関の連携では，公民館とともに

出張講座に取り組み，市民の生涯学習の一端を担います。

　石器づくりを中心とした体験学習は，市内の学校等との

連携とともに，当館の中心的な事業となってきており，当

館での学習が子供たちの思い出の１ページを飾れるものと

なるよう取り組みます。また，学校との連携においては，

子ども達とともに私たちも学び考え，その成果を展示にも

活用させていただき，子どもたちの成長や古代への憧憬を

観覧者の皆様と共有したいと考えております。この展示は，

公共の場にも広げ，若い世代の成長を地域の皆様と見守っ

ていきたいと考えております。

　さらに，常設展示室をコンサートホールにした『サロン

コンサート』を本年度も４回にわたり実施し，博物館の活

用の可能性を広げてまいります。

　『岩宿博物館友の会』は，自主的な運営のもと４つのサ

ークル活動を展開しています。サークル活動を通じて得ら

れた豊かな人間関係や知識や技術は，近年本館の博物館活

動の重点的事業となっている体験学習や学校との連携の場

にも積極的に生かされています。当館が，学校や地域と連

携した博物館活動に取り組めるのも，友の会の方々のお力

添えによるところが大きく，地域住民の皆さんを中心とし

たふれあいの場である『岩宿ムラまつり』も年２回，友の

会の主催により開催されています。

　いずれにしましても，当館の活動は多くの皆様により支

えられ，育てられていかなければなり立たないものです。

今後とも皆様の積極的な博物館活動へのご参加をお願い

し，ごあいさつと活動方針とに替えさせていただきます。

岩 宿 博 物 館
館長　三輪　延也

●平成 18年度岩宿博物館の活動方針

10 月 7日（土）～ 11月 26日（日）

　岩宿時代はどこまで遡ることができるのかという問題

は，日本の歴史がいつから始まるのかということと同じで

す。このことは，岩宿遺跡の発見と発掘によって，日本列

島に縄文時代以前の石器時代文化があることが明らかにな

ってから，今日まで引きつづき研究の大きなテーマとなっ

ています。

　数年前まで，日本列島における人類の歴史は，数十万年

前まで遡るとされてきました。しかし，2000年 11月に

発覚した ｢前期旧石器時代遺跡捏造事件 ｣によって，世界

史でいう後期旧石器時代以前，約 3万 5千年より古いと

された遺跡が，その後の検証作業により，ほとんどが捏造

であることが明らかにされました。この事件以来，確実に

遡ることができる日本の歴史は，後期旧石器時代段階まで

と考える研究者も少なくありません。

　その一方，事件の反省から「発掘調査の成果」は，岩宿

時代のみならず広範な時代にわたり，出土層位や年代，発

掘調査の方法，石器（その他の出土資料）の観察などさま

ざまな点から，厳しい検討が加えられるようになってきて

います。

　秋の展示では，3万 5千年以前を遡る石器群として，

捏造事件と関連していない遺跡の石器や関連資料ととも

に，岩宿時代Ⅰ期最古の石器群を展示し，どのようにそれ

らの石器を観察すべきかを検討します。そして，このこと

は，捏造事件を教訓として，新たな日本の歴史の最初の1

ページを解き明かしていくための重要なステップとなるは

ずです。

展示解説講座
　10月 8日 ( 日 )10：30～ ( 会場 : 体験学習室 )
　　　　講師：仲田 大人 氏（青山学院大学）

　　　※　岩宿大学第 4講 ( 午後 ) と同日開催

展示解説会
　10/7・21・28、11/18・25( 各土曜日 14:00 ～ )

第 42 回企画展

岩宿時代は
どこまで遡れるか
岩宿時代は
どこまで遡れるか

平成 18年度 展示事業



2007 年１月 27日（土）～３月 11日（日）

　最近，山間部を中心にイノシシによる農作物への被害が

急増しているほか，都市近郊にもイノシシが出現すること

が話題になっています。人里や都市にも現れるイノシシは，

農作物を食いあらすだけでなく，人が直接襲われケガをす

る例も多くなり，イノシシの被害は他人事ではなくなって

きています。

　ヒトとイノシシとの関わりは古く，２万年前の岩宿時代

にはすでに食料としての利用がはじまっていたらしいこと

がわかっています。

　縄文時代以降には，洞窟や貝塚からたくさんの獣骨に混

じりイノシシの骨も増えるほか，イノシシのキバを利用し

た装飾品が見つかることもあります。また，土器や埴輪と

いった考古資料の中にもイノシシを表現したものがあり，

食料としての観点からだけでなく，人々の精神生活にもイ

ノシシは大きな関わりを持っていたことがわかります。

　展示では，考古資料や民俗資料から，ヒトとイノシシと

のかかわり合いの歴史やイノシシの狩りに関わる「イノシ

シの文化史」をひもとき，近年のイノシシ問題についても

考えていきます。

展示解説会
　１/27，２/ ３・10・24，３/ ３・10（各土曜日 14：00～）

７月 30日（日）～９月 18日（月・敬老の日）

　岩宿時代の人々はどんなくらしをしていたのでしょう

か。当時の人々が使っていた道具を復原して，その使い方

や人々の生活の様子をわかりやすく展示します。夏休みの

自由研究の参考にも是非ご覧ください。

４月 29日（土）～７月 17日（月・海の日）

　勢多郡東村・新田郡笠懸町・山田郡大間々町が合併して

誕生したみどり市は，渡良瀬川の豊かな水とあかがね街道

に結ばれ，３万年前からの悠久の人々の歴史が営々と刻ま

れています。この展示では，みどり市内にある様々な文化

財から，新しいみどり市としての歴史を考える第一歩とし

たいと思っています。

12月３日（日）～2007年１月 14日（日）

　岩宿博物館友の会には，石器づくり・土器づくり・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

営のもと様々なサークル活動を行っているほか，資料館の

各事業にご協力いただいています。展示にはサークル活動

の様子と成果が発表されます。

日 時　６月 17日 ( 土 )　19:00 開演

会 場　岩宿博物館２階常設展示室

定 員　150人（全席自由）

入場料　2000円（飲み物代含む）

演 目　『４つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調 

作品３－４』 (A．ヴィヴァルディ )、 『オルフェオ』（G．

B．ペルゴレージ）ほか 

出 演　バロック・アンサンブル：コンセール・ノブール

竹澤 敦（リコーダー）・近藤 丈仁（チェンバロ）・

勅使河原 千鶴（ソプラノ）・小山 裕之（指揮）

チケット等のお問い合わせ

岩宿博物館まで

サロンコンサート友の会ホームページからもチケ

ットが入手できます（URL http://www1.ocn.ne.jp/̃schubert/）

バロック・カンタータ＆コンツェルトの夕べ
サロンコンサートサロンコンサート

第 43 回企画展

イノシシの文化史
みどり市誕生記念展示

みどり市の歴史と文化財みどり市の歴史と文化財

夏休み子供向け展示

岩宿人のくらしをさぐる

第10回友の会展示

■　昨年の展示準備作業から　■

■　昨年の展示から　■
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　岩宿大学は今年で14年目を迎えました。昨年度からは

「岩宿時代」・「岩宿時代研究の関連科学」の枠を取り払い，

より広く考古学を学びたい方に門戸を開けています。

　今年度の岩宿大学では，『日本の先史時代を学ぶ』とし

て，①日本列島における旧石器時代段階の特徴，②東アジ

アから見た縄文文化とは何か，③縄文時代の社会を復元す

る，④日本の旧石器時代の起源をどの様に求めたらよいの

か，⑤縄文時代から弥生時代への変遷，の５つの講義によ

り先史時代（文字による記述以前）の日本考古学を学んで

いきたいと思います。

募集要項
●募集人員　70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

●受 講 料　①通年受講　一般 5000 円，みどり市内在住の一般 3500円，友の会会員2500円

　　　　　　②単独受講　各講義とも1000円（定員を超えた場合は通年受講生が優先となります）

●応募方法　住所・氏名・年齢・職業・電話番号・友の会員であるかどうか・Ｅ -メールアドレス（お持ちの方）・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（今年度から電話でも受付も行います）。

　　　　　　※　応募された個人情報は，本講座における通知に使用するものです。

●応募締切　５月25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。

2006

岩宿大学受講生募集
2006年度講義予定
第１講　６月４日（日）

　『日本列島の旧石器時代』
　　稲田 孝司 氏（岡山大学，第５回岩宿文化賞受賞者）
第２講　７月２日（日）

　『東アジアから見た縄文文化の枠組み』
　　山田 昌久氏（首都大学東京）
第３講　９月３日（日）

　『縄文時代の社会を復原する』
　　高橋　龍三郎 氏（早稲田大学）
第４講　10月８日（日）

　『日本の旧石器時代の起源を探る』
　　諏訪間　順　氏（小田原市教育委員会）
第５講　12月３日（日）

　『縄文時代から弥生時代へ』
　　石川　日出志 氏（明治大学）

応募要項

応募基準
①　応募作品は，岩宿遺跡および岩宿時代に関する自由研究および学習

成果であること。

②　応募作品は，公募を行った日の属する年度，および前年度までの研

究および発表した成果であること。

③　応募作品は，みどり市および周辺に所在する小・中・高等学校およ

び養護学校に在籍する児童・生徒の自由研究および学習成果であること。

応募方法
①　応募に際しては，個人，グループ（学級単位でも可）の別はありま

せんので，応募用紙に必要事項を明記し，作品とともに提出すること。

②　作品の提出は，郵送でも可。

③　応募された作品については，表彰式終了後に学校単位で返却予定。

選考の方法
　応募作品の中から優秀な作品やユニークな作品に対して，文化財・学

校関係者により各賞を選考。

　①高校生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　②中学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　③小学生の部　優秀研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

　全体から　ユニーク研究賞　１点（賞状・副賞　図書カード１万円分）

作品の応募先および問い合わせ先
　〒376－ 0192　みどり市大間々町大間々1511番地

　みどり市教育部　スポーツ文化振興課

　TEL 0277(76)9847   / FAX 0277(76)1954

応募の締め切り期日
　平成18年９月 15日（金）までに事務局に到着したものまで

岩宿文化賞学生部門賞のご案内岩宿文化賞学生部門賞のご案内

平成17年度　岩宿文化賞授賞式から　小田静夫先生と

『岩宿人のくらしをさぐる』
夏休み子供向け展示

を見て、岩宿文化賞もGet しよう！
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６月 10日（土）　化石探し
　桐生市梅田町の山中にある古生代の石灰岩層から，化石

をさがします。ウミユリ，フズリナのほかに，運がよけれ

ば三葉虫を見つけることができるかもしれません。

　時間　9:00 ～ 14:00

　定員　26人

　受付　５月 20日（土）から電話で受付

　※　保険料として 100円がかかります

2006 年度上半期

子供向け事業のご案内
2006年度上半期

子供向け事業のご案内

９月９日（土）まが玉づくり
　石や骨・貝に孔をあけて首飾りにすることは 10万年前

の旧石器時代にはじまっていました。この体験学習では古

墳時代の方法でまが玉づくりを行います。

　時間　10:00 ～ 12:00

　定員　30人（応募者多数の場合は午後にも開催することがあります）

　受付開始　８月 19日（土）から電話で受付

５月 20日（土）　石器づくり
　黒曜石から石ヤリを作ります。岩宿時代の人々は石ヤリ

を使って動物を捕っていました。

　時間　10:00 ～ 12:00

　定員　30人（応募者多数の場合は午後にも開催することがあります）

　受付　４月 29日（土）から電話で受付

７月８日（土）アンギン編み
　アンギン編みでコースターを作ります。アンギン編みは

縄文時代にはじまりました。新潟県に伝わる越後アンギン

を編む技術は国の重要無形文化財になっています。

　時間　9:30 ～ 12:00

　定員　15人

　受付　６月 17日（土）から電話受付

８月３日（木）・８月４日（金）

日帰りコース
主な内容　石器づくり（石ヤリ・石のナイフ），石器を使

　　　　う（ナイフで肉を切る・ヤリ投げ），石蒸し料理

８月５日（土）～６日（日）

キャンプコース
主な内容　日帰りコースの内容のほか，テントの設営，キ

　　　　ャンプファイヤー，岩宿ちまき作り，ストーンボ

　　　　イリングでみそ汁づくり

　※　雨天により、体験学習の内容が変更になることがあ

　　ります。

募集要項

　参 加 費　日帰りコース　　２，０００円

　　　　　　キャンプコース　３，０００円

　定 員　各コースとも 30人（先着順）

　応募資格　小学生以上（大人の参加可，小学３年生以下

　　　　　　は保護者が同伴すること）

　応募方法　希望コース・氏名・郵便番号・住所・学校

　　　　　　名・学年・保護者名を明記し，はがき・ＦＡＸ・

　　　　　　Ｅ -メールまたは窓口でお申し込みください

　　　　　　（電話での受付も可能です）。

受付　７月１日（土）より開始

黒曜石の石ヤリ アンギンのコースター まが玉

岩宿探検隊岩宿探検隊 対象　小学４年生～中学生

会場　体験学習室

申し込みお問い合わせ電話番号　０２７７－７６－１７０１

昨年の『岩宿人にチャレンジしよう』13から
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友の会会員募集友の会会員募集
　『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の親睦を深めていくことを目
的としています。岩宿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　入館料が無料となります。

　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。

　⑥　石器づくり・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　クルでの活動ができます。

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軒に１部とさせていただきます。

　●お申し込み方法

　　　　　　本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

　〒379-2311　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1

　℡　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703

　Ｅ -メール　iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp

オトナも石器づくりに夢中です

イノシシ丸焼きも

振る舞われました

会場は大にぎわい

　４月２日（日）に，岩宿博物館友の会主催により，博物

館東側「岩宿人の広場」にて『岩宿ムラ祭り』が開催され

ました。

　数日前からの天気予報で，雨が心配され，朝方は小雨も

パラつきましたが，午前10時の開会からは天気も持ち直

しました。

　石器づくり・まが玉づくり・弓矢・ヤリ投げなど，岩宿

ムラ祭りでは，おなじみのアトラクションや，古代米の餅

つきなど友の会ならではのアト

ラクションも行われたほか，イ

ノシシ鍋や古代グッズなどの売

店が出店し，カタクリや桜にさ

そわれて，会場にみえた皆さんも充分に楽しまれたことと

思われます。石器づくりやまが玉づくりでは，サークルの

皆さんの指導のもと，マイ石ヤリやマイまが玉の完成に向

けて大人の方も夢中で取り組んでいました。

　午後２時の閉会を待っていたかのように，大粒の雨が降

り出しましたが，祭りの終わりまで会場は大にぎわいで，

盛況のうちに終えることができました。

6

最近の行事から

岩宿ムラ祭り開催される

　次回の『岩宿ムラ祭り 収穫祭』

は，11 月 12日に開催される予

定です。今回会場で楽しまれた

方も，今度こそ参加したい方も，

ぜひ岩宿ムラ祭りにご参加くだ

さい。
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　博物館の企画展で郷土資料に関する展示を任されると，

岩宿時代以外の専門外の内容についても取り扱わなければ

ならない事がある。そうはいっても，資料調査を進めてい

くうちに，「専門外」であったはずのものが面白くなって

くることがある。前回の企画展でとりあげた戦国時代なん

かはまさにそれで，原始時代や古代のように，遺跡を掘っ

たり室内で研究しても見えてこない個人や事件まで，戦国

時代の考古資料では明らかにできる可能性があることに面

白みを感じるわけだ。

　その中で取り扱ったものに，「丸馬出」という遺構がある。

馬出とは，城門（虎口）の前を堀と土塁で区画した小さな

曲輪の事で，虎口を敵の侵入から守り，味方の出撃を助け

るための施設であると説明されている。堀と土塁に角をも

つものを「角馬出」，角をもたず弧状の堀と土塁に囲まれ

たものを「丸馬出」といい，前者は小田原北条氏，後者は

甲斐武田氏の城に特徴的とされている。

　最近の発掘調査で，桐生市山上城や前橋市膳城に丸馬出

があることが確認され，1580（天正８）年の武田勝頼勢

の東上州攻めにより，膳城とともに山上

城も落とされ，武田流の城館に改修され

た可能性が考えられるようになった。こ

の膳城攻略は，勝頼の上杉景勝宛ての書

状に見える史実だが，後に話に尾

鰭がついて「膳城素肌攻め」とし

て戦国ファンには著名な事件とな

っており，この攻略戦後に，膳城

廃城となったと伝えられてきてい

る。

　しかしながら，丸馬出を武田流

の城館に改修された証拠とすると，実際の廃城までは一定

の期間があり，その間武田氏の東毛経略のための拠点とさ

れた可能性が考えられるようになったというわけである

（ここまでの事情は，『新里村内遺跡発掘調査報告書 山上城跡Ⅸ 石山

Ⅱ遺跡』に詳しい）。

　さて，上野の戦国城館の普請と改修に関しては次の３つ

の史料が知られる

①「武上之境取出之地利 , 与浅利右馬介令談合築可在城，

然者其方以長略被相集人数等，可為同心之旨，被仰出者也，

仍如件，（以下略）」（永禄12年５月 17日付武田家朱印状（高山家文書）），

②「仁田山之内しほ原・あな原・小平・しは沢・たかつと

以上右五覧田取立ニ付任望遣候，弥可走廻儀肝要候，仍如件，

　天正十二年　甲申　　　　　　　　　奉之

　　五月廿八日　　　　　　　　山角上野介

　阿久沢彦二郎殿」（天正12年５月 28日付北条家朱印状（阿久沢文書））

③「清水太郎左衛門尉為在城，相移候ニ付申出候

　　一，普請以下之事，各清水同前ニ可相稼，縦清水致惣

緒候共，在城申付上者，加様之世間ニ者，一日も徒ニ可有

之事，誠可無届候，遂其塩味，九月・十月両月之間者，一

日も普請指置間敷候，請取請取の役所，似合之普請可致之

候，霜月よりハ可寒候間，其以前可心懸事，

　　一，自然大途之砌者，悉皆清水得作事，一味同心ニ各

可抽粉骨事

　　右，定所如件，

　天正十五年　亥丁　九月二日（虎朱印）

　　　宇津木下総守殿」（天正15年９月２日，北条家朱印状（宇津木文書））

　①は，在地の将に命じて城を築き在城させよというもの，

②は五覧田城の改修に際して，仁田山地域の所領（引用した地

名は全部みどり市域に所在していますぞ）を安堵するという内容のも

の，③は金山城の在城衆に，代官清水太郎左衛門尉のもと

普請に取り組むよう命じたものである。これらを見ていく

と，戦国大名に攻略された城の改修は，普請の総指揮をし

た代官がいて，在地の将と領民とが携わったことがわかる。

　膳城と山上城が確かに武田勢によって改修されたとする

と，武田の城普請の代官が改修を指揮したものとみられる

が，直接携わった在地の武将とは誰かというのをちょっと

考えてみることにしよう。

　1579 年以降の膳城・山上城と厩橋

北
きたじょう

条氏の動向を見ていくと，1579（天

正７）年８月頃，厩橋北条氏が武田勝頼

に帰属し（８月28日付武田勝頼定書（北

条文書）），翌８年２月には，山上

城をめぐり小田原勢と武田方が

争ったとある (２月 27 日付北条氏邦

感状（北爪文書）)。同年 10月には，

武田勢と常陸佐竹勢が新田領に

進攻し，このときに膳城攻略が

あった（10月 12日付武田勝頼書状（上杉家文書））。こうした動き

から，厩橋北条氏が恐らくは武田勢の東上州攻めを先導し

たものと思われる。そうすると，厩橋北条高広の一族また

はその配下の重臣といったところが件の在地の武将の候補

にあがってくることになろうか。

　武田氏が織田信長に敗れ滅亡するのは天正10年である

が，天正 11年においても，厩橋北条氏が越後上杉氏に，

新田領境の56か所の砦を保守していることを伝えた書状

（２月19日付北条高広文書（北条文書））や小田原北条氏の一族北
ほうじょう

条

氏照が北
きたじょう

条芳林（高広）に膳城の保守に協力を求める書状

を送る（11月29日付北条氏照書状写（楓軒文書纂））など，厩橋北条氏が，

両城の保守に関係しているフシを感じさせる。両城の丸馬

出は取り壊されずに，案外武田氏滅亡後もそのまま使われ

ていたのかもしれない。

(萩谷千明 )

補注）　「膳城素肌攻め」とは，武田勢が膳城を攻略した際，甲冑を着用せ

ず平服のまま攻め込んだとされる事件で，江戸時代の軍学書『甲陽軍鑑』

により著名となりました。
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編集・発行

みどり市バス《桐原阿左美線》

赤城駅からおよそ 12分

ご利用の場合

岩宿駅北口からおよそ７分
《岩宿博物館・カタクリの湯で下車ください》

岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分

２日　『岩宿ムラ祭り』（終了しました）

16 日　総合学習展示『岩宿人になろう』（最終日）

29 日　みどり市誕生記念展示『みどり市の歴史と文化財』

　　　　開催（７月 17日まで）

　　　岩宿探検隊『石器づくり』受付開始

18 日　国際博物館の日（無料入館日）

20 日　岩宿探検隊『石器づくり』（10:00 ～）

　　　岩宿探検隊『化石探し』受付開始

21 日　友の会総会・講演会（13:30 ～：体験学習室）

25 日　岩宿大学受講締め切り（当日の消印有効）

４日　岩宿大学開講式・第１講（13:30 ～）

　　　『日本列島の旧石器時代』

　　　稲田　孝司 氏（岡山大学）

10 日　岩宿探検隊『化石探し』（９:00 ～）

17 日　岩宿探検隊『アンギン編み』受付開始

　　　 サロンコンサート『バロックカンタータとコンツェルトの夕べ』（19：00～）

27 日～ 29 日　臨時休館日（館内整備のため）

１日　夏休み体験学習教室『岩宿人にチャレンジしよう』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付開始

２日　岩宿大学第２講

　　　『東アジアから見た縄文文化の枠組み』

　　　　山田 昌久 氏 ( 首都大学東京 )（13:30 ～）

８日　岩宿探検隊『アンギン編み』（9:30 ～）

17 日　『みどり市の歴史と文化財』（最終日）

30 日　夏休み子供向け展示『岩宿人のくらしをさぐる』

　　　  開催（９月 18日まで）

３日～６日　夏休み体験学習教室

　　　『岩宿人にチャレンジしよう』

　３日・４日　日帰りコース（各 10：00～）

　５～６日　　キャンプコース（12：00～）

19 日　岩宿探検隊『まが玉づくり』受付開始

　岩宿遺跡は， 1949 年に発掘調査が行われ，日本にも旧

石器時代段階があったことがはじめて明らかにされた場所

です。1979 年には国指定史跡となり，1990 年にオープ

ンした岩宿ドームでは岩宿遺跡の地層や岩宿遺跡の時代を

解説したビデオを見ることができます。岩宿遺跡を訪れる

人は，年間数万人を数え，近年では校外学習や修学旅行に

博物館を利用する学校も増えています。

　岩宿博物館では，このような団体見学において岩宿遺跡を

見学する方々に，岩宿遺跡をより深く学んでいただくため，

岩宿遺跡について解説していただけるボランティアスタッフ

を募集しています。ボランティアに応募いただく要領は下記

の通りです。みなさんの応募を心よりお待ち申し上げており

ます。

応募の要領
　●岩宿遺跡・岩宿時代・相沢忠洋さんについてより深く学

び，解説してくださる意志のある方を歓迎いたします。

　●詳しくは，博物館までご相談ください。

岩宿遺跡を解説しませんか？岩宿遺跡を解説しませんか？
－ 解説ボランティア募集のお願い －

４月

５月

６月

７月

８月


