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◆二上山博物館と連携協力協定を結ぶ◆
　10月26日、奈良県の香芝市二上山博物館と連携協力のための協定を取り結

びました。岩宿時代をテーマとした博物館は全国的に少なく、二上山博物館は

西日本を代表する博物館です。今回の協定に併せて、二上山博物館では『二上

山と岩宿』と題する企画展示も開催されました。今後、様々な博物館活動を協

力して進めたいと思います。

協定書を取り交わしました。
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　防空監視哨跡
　昭和16年（1941）、対空監視強化のため防空監視隊

令が公布され、群馬県では防空計画を策定し、監視総本

部を県庁に、防空監視隊

本部を前橋・高崎・渋川

にそれぞれ設置しました。

また、下部組織として県

下に40か所の防空監視

哨を設けました。

　東庁舎近くの高台に残

る構造物は聴音壕と呼ば

れる施設で、昭和17年

（1942）に設置されま

した。直径約4ｍのコン

クリート製で、上部はラッパ状に開く構造になっていま

す。上屋は現存しませんが、県内の別の防空監視哨を撮

影した写真資料によると、円筒形の聴音壕の周囲に8本

ほど柱を立て、藁ぶきで円錐形の屋根があったと考えら

れています。

　監視にあたる人は哨長1名、哨員20名から構成され、

勤務は午後6時から翌日の午後6時までの24時間勤務で

した。職務内容は敵機の機数、侵入経路、侵入時間、音

響と機影による機種を判別し、前橋の防空監視隊本部と

大間々警察署へ直通電話で通報しました。

　哨員には尋常高等小学校高等科2年の卒業者の中から

聴覚と視力の良い人が選ばれたと言われています。機種

の判別は手引書を利用し、音響による判別は経験にたよ

るほかありませんでしたが、慣れてくるとほぼ100%的

中したそうです。

　市内には、この防空監

視哨跡のほか、笠懸町内

には「桐生愛国飛行場」

がありました。また、大

間々農業学校（現・大

間々高校）には終戦直前

に「常陸陸軍教導飛行師

団」の司令部が移駐して

おり、これら市内に残る

戦争関連資料を取り上げ

ます。

　戦時下のくらし
　昭和12年（1937）に始まった日中戦争の長期化によ

り、翌13年には国家総動員法が公布され、国民生活の

すべてが統制される体制となりました。これをきっかけ

に生活必需品が配給制や切符制となり、国民生活もしだ

いに戦時体制に組み込まれていきました。

　企画展では、国民服や防空頭巾のほか、食糧配給の通

知や衣料切符などを展示し、貧しくつらい生活を強いら

れながらも、懸命に生きた庶民のくらしを振り返ります。

『戦後70年　戦時下の記憶とくらし 』
開催期間

開催会場

関連行事

第59回企画展第59回企画展

平成 27年 1月31日（土）～3月15日（日）
岩宿博物館　1階　企画展示室
展示解説会　1/31　2/7・21（各土曜日午後 2時～）

　平成27年（2015）は終戦から70年になります。市内東町には、再び戦争の惨禍を繰り返すまいとの
願いから「防空監視哨跡」が市指定文化財として保存されていますが、多くの人々にとって戦争が遠い
歴史上の出来事になりつつある今、戦争の記憶を後世に語り継いでいくことが難しくなっています。
　今回の企画展では、市内に残された戦中・戦後の資料を展示し、戦時下のくらしから激動の時代を振
り返ります。
　また、小学3年生の3学期に行われる「昔のくらし」などの授業の一環として活用してもらいたいと考
えています。

防空監視哨跡
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　また、「欲しがりません勝つまでは」、「足らぬ足ら

ぬは工夫が足らぬ」といった戦時標語やポスターなどか

ら戦時下の耐乏生活にスポットをあてます。

　岩沢正作と梵鐘銘の保存活動
　戦争が長引くにつれ、武器や戦闘機などをつくるため

の金属不足が深刻化し、鍋や釜といった台所用品のほか、

置物や手すり、学校の銅像、銅貨や白銅貨など、あらゆ

るものが供出の対象になりました。

　そんな状況の中、大間々共立普通学校（現在の大間々

高校）の教員であった岩沢正作は、多くの梵鐘が供出さ

れることを知り、せめて銘文の記録だけでも残そうと

昭和17年から各地の寺院をまわって拓本をとりました。

市内関係では南光寺や清泉寺の拓本が残されており、そ

うした資料から戦時下の文化財保護活動を紹介します。

情報提供のお願い

「防空監視哨跡」や「愛国飛行場」に関する写真などを

お持ちの方は、ぜひ情報提供にご協力をお願いします。

郷土史講座「みどり市再発見」　受講生募集
　今回の郷土史講座のテーマは「みどり市再発見」です。みどり市の自然や植生、地形・地質、
歴史的建造物を取り上げます。全 3講の講義の後、みどり市と周辺に点在する市指定重要文化財
や国登録有形文化財となっている歴史的建造物を見学する史跡見学会を予定しています。みどり
市の魅力を再発見してみませんか？

【第１講】テーマ：みどり市の地形について
　　　　　２月８日（日）午後１時３０分～　
講　　師：澤口　宏さん
　　　　　（みどり市文化財保護審議会委員）

【第２講】テーマ：みどり市の自然について
　　　　　　　　　（植物を中心に）
　　　　　２月１５日（日）午後１時３０分～　
講　　師：須藤　友治さん
　　　　　（みどり市文化財保護審議会委員）

【第３講】テーマ：歴史的建造物の見方について
　　　　　２月２２日（日）午後１時３０分～　
講　　師：村田　敬一さん
　　　　　（群馬県文化財保護審議会専門委員）

会　　場：岩宿博物館１階講座室

定　員：４０人（先着順）
受講料：一般　2,000円　友の会会員　1,500円
　　　　※単独受講の場合は、各講1,000円

　申込方法：２月７日までに博物館窓口・お電話に
てお申込みください。

【第４講】史跡見学会
　　　　　「みどり・桐生の歴史的建造物を訪ねて」
　　　　　３月１日（日）午前８時３０分～午後４時頃

※史跡見学会は、１～３講通しの受講者を対象とし
ています。

第２講終了時に申込開始。（定員３０人）
※講座受講料とは別に実費がかかります。

戦時標語チラシ

梵鐘を調査する岩沢正作
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　今年は新しい食材で石蒸し料理にチャレンジした古代料

理研究会。鮎を熊笹に包み蒸してみましたが、通常の石蒸

し料理で使用している“ほおの葉”よりもすぐに熊笹が焼

けてしまうため、焼き加減と時間調整が今後の課題です。

パネルなどでわかりやすく紹介しています。

　まが玉やひすいの装飾を展示しています。手の込んだ作

品はどれも美しく、昔の人はこんなにもきれいなものを身

に着けていたのかと考えると、昔から人はお洒落だったこ

とが想像できます。

　今年度は土器だけでなく土偶をたくさん作りました。土

偶とは縄文時代の人たちが作った土製の人形のことをいい

ます。土器製作とは違った難しさがありました。今回は展

示場所を例年より広く活用し、たくさんの土器・土偶を展

示しています。

　今回は「幟旗」に注目して笠懸町内の神社（10 ヶ所）

を廻り、写真や文章、大きな地図を使いそれぞれの幟旗に

ついて紹介しています。柱に目立つ布や飾り、文字を書い

て揚げるものが幟旗です。今回の展示で笠懸の歴史を学ん

でみてはいかがでしょう。

岩宿ムラ収穫まつり

　平成26年11月9日（日）に岩宿ムラ収穫まつりが開催されました。当日は雨に見舞われましたが、
440人の参加を得て、ほぼすべての体験が行われ無事に終了しました。
　次回は平成27年 3月 29日（日）に岩宿ムラまつりを開催する予定です。お楽しみに！

　石器作りサークルでは、北海道へのツアーを行った際にお世話になった、本吉春雄氏（黒耀石の産地である遠軽町在住）

が作った石器をお借りして展示しています。サークルで作った石器を見るのはもちろん、本吉氏が作った石器もぜひご覧く

ださい。

石器作りサークル

土器作りサークル 古代料理研究会

装飾品研究会民俗伝承研究会

＜鮭解体の様子＞＜餅つきの様子＞

第 18回友の会展示 「サークル活動展２０１4」
今年で 18 回目となる友の会展示が、岩宿博物館 1 階企画展示室で行われています。
各サークルの 1 年間の活動成果や様子を展示しています。
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『岩宿の里米っこクラブ』2014活動日記
岩宿の里米っこクラブでは、今年度たくさんの方々にご参加いただきました。
一年の活動の様子の一部をご紹介します。

4 ／ 26　古代米の種まき
　　　　　均等に種を蒔きます。

5 ／ 31　古代米の田植え
　　　　　泥だらけになりながらの作業でした。

7 ／ 19　雑草とり、かかし作り
　　　　　今年も個性的なかかしができました。

10 ／ 4　古代米の稲刈り・はぜ掛け
　　　　　鎌は上手く使えたかな？

10 ／ 11　古代米の脱穀
　　　　　昔の道具はとても便利でした。

12 ／ 6　しめ縄飾り・餅つき
　　　　　これで正月の準備も OK ！
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　現代と違って、岩宿時代人の食事は簡素だった

のは明白であるが、いったい何を食べていたのだ

ろうか。一番簡単なのは植物系の食べ物であり、

その辺に生えているものを採ってくるだけで済ん

でしまうが、かなり専門的な知識がないと毒草や

毒キノコなどを食べてしまうので、現代人には非

常に敷居が高い。当時の人々は経験上、食べられ

るものと食べられないものの区別がついていただ

ろうが、逆に考えると、これまで多くの人々の命

を奪ってきたのだろう。読者の皆さんはくれぐれ

もマネしないでいただきたい。

　さて、植物以外の食べ物は動物である。昆虫は

手軽に食することができ、当時の人々にも愛され

た（？）ことだろう。とはいえ冬場はほぼ手に入

らないだろうから、哺乳類や鳥類の肉も必須であ

る。ここで問題となるのが、それらの肉をどう手

に入れるか、である。植物や昆虫と比べて、動物

の肉は非常に手に入れにくいと考えられる。試し

に、現代人に「野生動物の肉を採ってきてください」

とお願いして、果たして何人入手できるだろうか。

当時の人々にとってみれば狩猟は日常の行為であ

り、朝飯前だっただろうが、それでも狙った獲物

は絶対に逃がさない、というわけにはいかなかっ

ただろう。狩猟には常に困難がつきまとうはずで

ある。

　それを考えると、なるべく一回の狩猟で多くの

肉を入手すべきである。一度狩猟の機会を逃した

ら、次はいつ肉が手に入るか分からない。という

ことは、単純に考えて肉の量が一番多いゾウを狩

猟するのが一番効率いい。しかし、当時の人々は

本当にマンモスないしナウマンゾウを狩りできた

のだろうか。

　現代のゾウが走る速度は最高で 40km/h らしい。

種類にもよるが、昔のゾウの体格は、実は現代の

ゾウとさほど変わりないので、同じくらいの速度

で走れたことだろう。一度逃げ出せばとても追い

つけまい。情けない話だが、人間が動物界ではダ

ントツで「のろま」である。さらに、ゾウは強靭

な肉体を持っており、並みの刃物では歯が立たな

そうである。黒耀石製の石槍で戦ったとしても、

果たして勝てたのだろうか。

　人間がゾウに勝つポイントは 2 つある。一つ目

は、集団で戦うことだ。とても個人では勝てそう

にないが、10 人、20 人と増やしていけばどうだ

ろうか。動物界にも集団で狩りをするものはいる

が、密な連携をとれるのは人間が一番だろう。こ

れを活かせないと勝利することは難しい。二つ目

は、ゾウの弱点を攻撃できるかどうか。総じて堅

そうなゾウの皮膚であるが、実は耳の後ろや胸、

腹などの皮膚は紙のように薄いらしいので、そこ

をうまく攻撃できれば倒せるかもしれない。そこ

を攻撃するためにも、集団戦法は欠かせないだろ

う。落とし穴や柵などの罠を仕掛けられるのも、

人間だけの強みである。

　では、実際にゾウを狩りしていたのか。長野県

の野尻湖ではナウマンゾウの化石と共に石器も発

見されているので、狩猟していたことは間違いな

い。しかし、積極的に元気なゾウを狩りしていた

のかは疑問である。ロシアではマンモスの骨を加

工した遺物が多く出土しているが、それらは主に

川で運ばれたマンモスの骨（つまり死骸）を集め

て加工していたらしい。危険を冒してゾウを狩る

より、シカやイノシシなどを狩りしたほうがよほ

ど安全なので、積極的にはゾウの狩猟をせず、ケ

ガなどのトラブルで動けなくなったゾウを偶然発

見した時のみ狩猟するというスタイルが、効率の

面から考えて妥当ではないだろうか。また、ゾウ

の解体・運搬の際の問題もある。それらにはかな

りの時間を要すると思われるが、最中に危険な肉

食動物に襲われないとも限らないので、時間はな

るべく短くすべきであろう。小さい動物の方が、

この点でも高効率なのは言うまでもない。解体や

運搬の利便性、狩猟の危険性、狩猟人員確保の問

題などの点を考えると、積極的にゾウを狩る必要

はなかったのかもしれない。

（林　弓太）

岩宿時代人の食生活を考える
～ゾウは食べていたの？～

ストーンエッセイ⑲
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香芝市二上山博物館と連携協力のための協定を締結
　瀬戸内技法といえば、西日本を代表する石器作りの方法として有名で、その石材にはサヌカイトと呼ばれる

安山岩が利用されています。奈良県と大阪府の県境にある二上山は、サヌカイトの産地として大変有名で、そ

の山麓は瀬戸内技法の研究が行われた岩宿時代研究上でも重要な地域です。

　香芝市二上山博物館は、その名の通り二上山をテーマとした博物館で、中でも岩宿時代の展示が中心となっ

ています。西日本の岩宿時代を代表する二上山博物館の開館は、奇しくも岩宿博物館と同じ1992年で、4月

と半年ほど先輩となります。

　表紙でも紹介しましたように、去る10月26日に二つの博物館は連携協力のための協定を締結しました。協

定書の署名は、特別展『二上山と岩宿』が開催された二上山博物館で行われました。同じ日には私が「岩宿遺

跡と岩宿博物館」という講演を行い、その日の午後

には、岩宿博物館で使っている黒耀石と二上山のサ

ヌカイトを使った石器作りの共演と体験学習教室も

実施されました。香芝市にはない黒耀石の人気が高

く、参加者には岩宿博物館でおなじみの石槍作りを

体験してもらいました。

　今後の協力内容については具体的には決まってい

ませんが、博物館の活動の様々な部分で協力し、

徐々にその関係を深めたいと思っています。今度

は、岩宿博物館で二上山や香芝市を紹介する展示を

開催できればと思っています。　　　（小菅将夫）

石壮里遺跡世界旧石器祝祭
　韓国の「岩宿遺跡」といえる石壮里遺跡にある石壮里博物館とは、2年前に国際文化交流協約を結び、交流

を進めています。石壮里遺跡は発見の年が1964年でちょうど50周年という節目を迎え、それを祝うために

「世界旧石器祭り」という大規模なお祭りが開催されました。

　ご存知のように韓国では4月にフェリーの沈没事故が起こりました。そのため、当初6月であった予定を延

期し、9月13日から16日の4日間開催されました。

講演会やショーなどのステージでの催し、様々な体

験メニューのブースがあり、たくさんの子供たちが

楽しそうに参加していました。参加者は子供を中心

に3万人という大規模なお祭りでした。講演や体験

学習のために、日本からは私と安蒜明治大学教授が

参加した他、フランス、ドイツ、中国の有名な研究

者も参加し、国際色豊かで学術性も高いお祭りでし

た。

　岩宿博物館でも、いずれこうした大規模なお祭り

が開催できないだろうかと思わずにはいられませ

ん。                                             （小菅将夫）

さかんに行われている博物館連携！

協定締結記念対談の様子

韓国　石壮里遺跡世界旧石器祭りの様子



Schedule 2015 年 1月～ 3月 催し物

《開館時間》午前 9時 30分～午後 5時

《休館日》
（入館は午後4時30分まで）
毎週月曜日
年末年始（12月28日～1月4日）

（祝日と重なる場合は翌日）

常設展示室改修
（平成 27年 1月 20日～ 30日）

みどり市役所笠懸庁舎
岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分阿左美・岩宿信号

岩宿信号鹿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

至赤城

至太田・浅草

至中央前橋 至太田・浅草

至西桐生

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》

観 覧 料

障害者手帳等をお持ちの方とその介護者１名は無料

1 月 2月

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

〒 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/

『Origin』とは，original の名詞形で『起源・源』を意味します。
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18日（日）第18回友の会展示「サークル活動展2014」最終日
大人向け体験学習講座「土器作り」

20日（火）～30日（金）常設展示室改修のため休館
24日（土）岩宿探検隊「土器づくり」
31日（土）第59回企画展

「戦後70年　戦時下の記憶とくらし」開始
第59回企画展展示解説会①

7日（土）第59回企画展展示解説会②
8日（日）郷土史講座①
14日（土）岩宿探検隊「石器づくり」
15日（日）郷土史講座②
21日（土）第59回企画展展示解説会③
22日（日）郷土史講座③

1日（日）郷土史講座④
7日（土）岩宿探検隊「まが玉づくり」
15日（日）第59回企画展　「戦後70年　戦時下の記憶とくらし」最終日
21日（土・祝） みどり市内体験学習作品展　「岩宿人になろう」開始
29日（日）カタクリさくらまつり・岩宿ムラまつり、岩宿探検隊・大人向け体験学習講座「土器焼き」

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。
⑥ 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。


