
　平成 26年は足尾鉄道が全通して（桐生－足尾本山）、
100 年を迎えます。明治時代に足尾銅山で産出した
銅を輸送する手段として計画された足尾鉄道（現在の
わたらせ渓谷鐵道）は、明治 44 年（1911）3 月に
下新田－大間々間が開通し、同年4月に大間々町駅（現
在の大間々駅）が開業しました。翌大正元年（1912）
12 月には足尾駅まで開通し、大正 3年（1914）に
足尾本山駅までの全線が開通しました。
　企画展では、明治から現在までの一世紀に及ぶ「わ
たらせ渓谷鐵道」の歴史を振り返ります。

展示解説会　2月 1・8・22日　　
（各土曜日午後 2時から）

　岩宿時代の後半期、日本列島の中央部には槍先形尖
頭器文化が発達していました。槍先形尖頭器は、材料
の裏表に加工して槍の穂先となるように先端を尖らせ
た石器で、当時の生活の中心であった狩りの道具とし
て使われていました。この石器を作るためには、それ
までのナイフ形石器に比べるとたくさんの材料が必要
となるため、石材の原産地で集中して石器作りが行わ
れる原産地遺跡が出現することが知られています。
　桐生市にある武井遺跡は、1953 年明治大学によっ
て発掘調査が行われ、大量の槍先形尖頭器が発見され
たことで有名です。その後 1990 年代に地元の教育委
員会によって発掘調査が行われ、石材原産地ではない
にもかかわらず、大量の槍先形尖頭器とそれを製作し
た際に生じた膨大な石屑が発見されました。なぜ、石
材の産地ではない武井遺跡で槍先形尖頭器作りが盛ん
に行われたのでしょうか。今回の展示では、謎の巨大
遺跡である武井遺跡とその関連資料をみる中で、岩宿
時代後半期の社会を垣間見ていきます。

展示解説講座　10月 13日　（日）　午前10:30 から
展示解説会　10月 5日・12日、11月 9日・23日

（各土曜日午後 2時から）
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夏休み子ども向け展示

第17 回友の会展示

みどり市内体験学習作品展

ぐんま絹遺産　旧大間々銀行本店及び土蔵

『みどり市の歴史と文化財』
　4月27日（土）〜7月15日（月・祝）

『サークル活動展 2013』
　12月1日（日）〜平成26年1月19日（日）

『岩宿人になろう』　平成26年3月22日（土）〜4月13日（日）

『岩宿人のくらしをさぐる』　7月28日（日）〜9月16日（月・祝）

春季展示

第57 回企画展

第56 回企画展

旧大間々銀行

　　　　　　　　　　　岩宿博物館

館長　小菅将夫

　昨年度は、岩宿博物館が開館 20周年を迎え、企

画展や岩宿フォーラムの他、秋の岩宿ムラまつり、

3月の岩宿シンポジウムと盛りだくさんの行事で、

お祝いすることができました。当初は、派手な記念

行事は考えておりませんでしたが、博物館友の会や

岩宿フォーラム実行委員の皆様のご協力により、盛

大な事業が実施できました。常にご協力いただいて

いる皆様に祝福を受けて記念行事を開催できたこと

は、岩宿博物館として何よりもうれしいことです。

ここに改めてそれらの方々に心より感謝申し上げた

いと思います。

　さて博物館は、20年の節目を越えて新たな年度

を迎えました。本年度は昨年国際文化交流協約書を

締結した韓国の石壮里（ソクチャンリ）博物館との

交流が本格化します。具体的には石壮里博物館で「岩

宿遺跡」展の開催が予定されており、岩宿博物館と

しても全面的に協力していきたいと考えています。

　博物館が行う事業については、例年と同様です

が、その開催方法に工夫を加えました。本年度は武

井遺跡発掘 60周年に当たります。そのため、秋の

企画展示、岩宿フォーラム、そして岩宿大学を武井

遺跡に関連付けて実施していきます。企画展示と岩

宿フォーラムは、これまでにも関連させてきました

が、岩宿大学では武井遺跡の一部を発掘調査する予

定です。これまで講義のみでしたが、発掘調査とい

う新たな試みの中で、岩宿大学受講生に実際の研究

の最前線に加わっていただこうというものです。冬

の企画展では、「足尾鉄道全通 100年」を記念して、

大間々博物館と協力して共同の展示事業を開催しよ

うと考えています。

　これまで単独で様々な事業を展開してきました

が、21年目を迎えるにあたり、事業を相互に関連

付け、あるいは他機関と協力することによって、よ

り大きな成果が生み出せればと考えています。

平成 25年度の活動方針
―21年目を迎えて―

『足尾鉄道全通 100 年
－わたらせ渓谷鐵道の歴史－』
平成26年2月1日（土）〜3月16日（日）

『巨大遺跡の謎を追う
－武井遺跡発掘 60 周年－』
　10月5日（土）〜11月24日（日）

　みどり市には約 3万年前からの長い歴史があり、

２つの国指定史跡のほか、市内にはたくさんの遺跡

があります。岩宿時代から近代に至るまでの様々な

文化財をとおして、みどり市の歴史を概観します。

　今回は、昨年みどり市として初めて「ぐんま絹遺

産」に登録された旧大間々銀行の関連資料を新たに

展示します。

　旧大間々銀行本店は大正 10年（1921）、大間々

の中心部に建設され（現みどり市大間々博物館）、

本店の西側には担保として預かった生糸・繭を保管

する倉庫として土蔵が併設されています。

　大間々は江戸時代から生糸や繭の集散地として発

展してきた町で、明治 10年当時は輸出用生糸とし

て多くが横浜へ運ばれました。また、明治 20年代

以降は大間々周辺で生産された生糸が桐生織物の原

料として桐生へ運ばれ、主として羽二重の原料とな

りました。

　そのような時代背景の中、大間々銀行は生糸や繭

を売買する際の融資を主な目的として、明治 16年

（1883）に群馬県最初の私立銀行として開業しまし

た。昭和 16 年（1941）、戦時体制下の一県一行政

策の一環として群馬大同銀行に合併するまで、58

年間にわたり営業を行っています。

　併設された土蔵には、大間々銀行が生糸や繭など

を担保に融資していたことを示す文書が残されてお

り、当時の生糸・繭取引の様子がうかがえます。

　本年度に市内の小学校・幼稚園・保育園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。

　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！体験型展示であり、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？

　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。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。
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テーマ：『岩宿時代遺跡を解剖する』
第1講　開講式　6月 9日（日）

　「岩宿時代遺跡の発掘と研究」　　
　　　野口　淳氏（明治大学遺跡調査団）
第2講　7月 7日（日）　　

　「遺跡を記録する」　
　　　植田　真氏（㈶パスコ文化財センター、國學院大學講師）
第 3講　9月 7日（土）、8日（日）、14日（土）、　

　　　　15日（日）

　「遺跡を解剖する」（1）
　　＊１日を選択して、遺跡を発掘調査します。

第4講　10月 19日（土）、20日（日）、26日（土）、

　　　　27日（日）

　「遺跡を解剖する」（2）　
　　＊１日を選択して、遺跡を発掘調査します。

特別講座　11月 2日（土）、3日（日）　　

　岩宿フォーラム／シンポジウム　　
　　　テーマは武井遺跡　＊自由参加
第5講　閉講式　12月 1日（日）

　「武井遺跡を考える」　
　　　安蒜　政雄氏（明治大学教授）

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。（野外の発掘調査が含

まれますので、健康には十分にご留意願

います）

●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（3、4講のみの

単独受講はできません。また、受講定員を超えた

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・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）

岩宿大学とは？
　岩宿大学は、｢質の高い研究の内容を、誰もが理解

できる優しい言葉で語り、みんなが好きになる考古

学を創りだす｣ という建学の精神に基づき開催して

います。テーマにそって全５講を開講していますが、

一つの講義だけでも受講できます。

　ぐんま県民カレッジ連携講座です。

岩宿遺跡発掘の様子（岩宿Ⅱ遺跡第３地点）

武井遺跡出土の石器

２０１3　

岩宿大学受講生募集
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－

夏休み体験学習教室「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

2013 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 20日（土）サトイモの植えつけ
第 2回	 4 月 27日（土）古代米種まき・米っこクラブ開校式
第 3回	 6 月	 1 日（土）古代米田植え
第 4回	 7 月 20日（土）古代米水田の雑草とり、かかし作り
第 5回　10月	 5 日（土）稲刈り、はぜ掛け
第 6回　10月 12日（土）古代米脱穀　
第 7回　11月 10日（日）古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）
第 8回　11月 16日（土）サトイモの収穫
第 9回　12月	 7 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）

化石を探そう！
　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 13日（土）9時～ 14時
【対　象】小学校 4年生以上
【参加費】200 円
【定　員】30 人（定員を超えた場合は抽選）
【申込み】6 月	22 日（土）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 16日（日）　石器作り①
9月 15日（日）　石器作り②
【時　間】午前 10時～ 12時
【対　象】中学生以上
【定　員】各 25名
【申込み】①は 5月26日（日）、②は 8月25日（日）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 2日（金）　日帰りコース
8月 3日（土）～ 4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名（定員を超えた場合は先着順）
【申込み】6 月 30日（日）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、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〕

【参加費】1,500 円（全回通し、材料費や資料代などを含み
　　　　ます）

【申込み】途中からでも参加できます。博物館までお電話く
　　　　ださい。

【会　場】岩宿の里　古代の里公園
※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。

石器作り体験の様子

昨年度の田植えの様子
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サロンコンサート
♪9月28日（土）・10月26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。

	 9 月 28日　江原葵、田村稔、田村聡子

10 月 26 日　目崎ちひろ、持田桜、根岸美奈子

入 場 料　2,000 円

　　（チケットは、岩宿博物館で販売

　　します。）

史跡見学会
「千葉県の博物館めぐり」
7 月14日（日）
場　所：千葉県松戸市・鎌ヶ谷市方面（予定）

参加費：1,000 円（一般）800円（友の会）

　　　　※昼食代は別途徴収します。

申込み：5 月 12日（日）から　　　　

　　　　電話受付

　　　　（先着 30名）

　2月、『みどり市の明治・大正・昭和』をテーマとして郷土史講座が開催されました。10日は手島仁さんを

講師に迎え「政治史」について、17日は宮崎俊弥さんを迎え「産業経済史」について、24日は萩谷千明さ

んと原眞さんに「足尾鉄道」と「鋸鍛冶」について、それぞれお話いただきました。

　3月 3日（日）には「わたらせ渓谷の鉄道遺産をめぐって」をテーマに史跡見学会を行いました。みどり

市大間々博物館や旧花輪小学校記念館のほか、上神梅駅・神戸駅・足尾駅などを見学しました。最後は通洞

駅から大間々駅まで、わたらせ渓谷鐵道に乗りながらトンネルや橋梁などの鉄道遺産をめぐり、参加者から

は「ゆっくりと列車に揺られるのもいいですね」といった意見も聞かれました。

　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８品のフルコースを堪能できます。

7 月～ 9月の毎日曜日（7/14、8/4 を除く）
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 日前の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）

最近の行事から
郷土史講座史跡見学会 ｢わたらせ渓谷の鉄道遺産をめぐって｣

岩宿の里　古代料理レストラン

♪

♪

　3月 31日、恒例のカタクリさくらまつり「岩宿ムラまつり」が、友の会主催で開かれました。開村式には、

石原市長・尾﨑教育長も参加して花を添えていただきました。

　当日は時々小雨の降る肌寒い１日でしたが、500 人を超える来場

者があり、午前中には石器作り・まが玉作りのほか、炭焼き、土器焼き、

石臼での粉挽き体験も行われました。

　お昼には古代米の餅つきが行われ、午後からは弓矢体験、火起こ

し体験が実施されました。体験ポイントを集めた参加者には、クリ

アファイルがプレゼントされるとあって、皆さん熱心にポイントを

集めていました。

カタクリさくらまつり ｢岩宿ムラまつり｣

外にも沢山の方々にご協力いただき、何度も会議を開

いて準備を進めました。当日は、スタッフは全員「貫

頭衣」を着て、岩宿時代へのタイムスリップを演出。

私は、イベント当日には事務所に残って留守番役を務

めるのが通常なのですが、この時は主担当ということ

で初めて貫頭衣を着て、トランシーバーを持って会場

を走り回りました。外に出てみると、お客様が楽しん

でいる姿はもちろん、スタッフが各持ち場で「タイム

スリップ」に活躍する姿を見ることができ、なんだか

とても嬉しくて、誇らしい気持ちになりました。私よ

り岩宿歴も人生経験も豊富なスタッフの皆さんのおか

げで、多くのお客様をお迎えし、開館からの 20年を

物語るような記念行事になったと思います。

　この 3年間を要約することはとてもできませんが、

いつも周りに手を貸して頂き、地域に支えられた博物

館を肌で感じた 3年間でした。そんな私でも、“そこ

のお姉さん”と呼ばれていたところから徐々に名前で

呼んでもらえるようになり、少しは役に立てるように

なってきたかな？と嬉しく、ちょっとだけ自信を持つ

こともできました。話はまとまりませんが、ここ岩宿

は、古代ロマンにかける思いのつまったアツイ場所だ

ということは確かです。ちょっと気になる！と感じて

いただけたら、気軽に足を運んでいただきたいな、と

思います。「うちのとこの博物館」と身近に感じてく

ださる方が、もっと増えるといいなぁという願いを込

め、後任にバトンタッチしたいと思います。ありがと

うございました。　　　　　　　　　　　（戸谷沙織）

　「学芸員が、仕事の周辺を語る」という趣旨で平

成 17年度から不定期連載が続いているこのストーン

エッセイ。今回は学芸員ではなく庶務担当 Tが、異

動前の最後の仕事としてお送りします。

　私は 3年前の春にみどり市に入職し、まるっきり新

人でこの博物館にやってきました。考古学など歴史に

詳しいわけではなく、どちらかというと苦手意識のあ

る分野で、当初はやっていけるのだろうか…と不安も

ありました。働き始めてみると、個性豊かな学芸員や

解説員をはじめとした文化財課職員、強力なサポート

をしてくださる友の会の方々に助けて頂きながら、逆

に歴史などに疎いからこそできる仕事を…と考えられ

るようになりました。（学芸員たちには、そんなこと

も知らないのかと、驚きの目で見られることが多々あ

りましたが…笑）

　“庶務”の仕事は、言葉通り色々なことがありました。

小菅館長の言う「学芸員は雑芸員」というのが、当館

の学芸員の仕事ぶりがわかる名言？で、展示の企画か

ら体験学習では器材の準備に火燃しや畑仕事、施設管

理に至るまでなんでもこなします。庶務も、それらに

追随して出てくる様々な事務仕事をサポートするので

すが、いくつかの行事も担当しました。

　その中で 1番印象に残っているのは、昨秋の岩宿

ムラ収穫まつりです。このイベントは、博物館の開

館 20周年と、群馬県の東国文化周知事業を記念して、

例年友の会が主催しているまつりの規模を拡大して実

施しました。大きなイベントということで、友の会以

新人職員はミタ！？ストーンエッセイ⑰

火起こし体験の様子

古代料理レストランの様子
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◆新緑の岩宿遺跡◆
　サクラの季節はあっという間に過ぎてしまい、代わりに新緑がまぶし
い季節となりました。
　岩宿遺跡を有する稲荷山・琴平山でも木々の新芽が日々色濃くなって
おります。
　昨年は岩宿博物館開館20周年ということで様々な企画を開催いたし
ましたが、その勢いをそのままに、今年度も引き続き頑張ってまいります。

◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇

voI.68

岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Considering Japan,the place where our history began.　

『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

　 2013 年	4 月 25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
個　人 団　体

一　般 300円 200円
高校生 200円 100円
小中学生 100円 50円

2013 年4月〜8月 Schedule 催し物

4月

5月

6月

7月

8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。

14日（日）「岩宿人になろう」展示終了
20日（土）米っこクラブ「サトイモの種植え」
27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」、開校式

18日（土）「国際博物館の日」無料観覧デー

	 1日（土）米っこクラブ「古代米田植え」
	 9日（日）岩宿大学　開講式・第1講
16日（日）大人向け体験学習講座「石器作り①」

	 7日（日）岩宿大学第２講「遺跡を記録する」
13日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」
14日（日）史跡見学会
15日（月・祝）「みどり市の歴史と文化財」展示終了
20日（土）米っこクラブ「古代米水田の雑草とり・かかし作り」
28日（日）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」開始
　　　　 　（～9月 16日）

	 2 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
	 3日（土）～4日（日）
　　　　　「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース

　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

　友の会事務局（岩宿博物館内）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

新緑の岩宿遺跡A地点

障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料


