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◆常設展示室の映像設備が新しくなりました◆
　岩宿博物館は、平成27年 1月 31日に 2階常設展示室の映像設備を新しく

いたしました。今までよりもさらにきれいな映像をご覧いただけます。マンモ

スの両脇にあるモニターは形が変わり迫力があります。常設展示室に変化があ

っても、やはりマンモスの堂々とした姿は変わらないですね。

マンモスと新しくなったモニター



2

　平成 26年 10月 26日、岩宿博物館は奈良県香芝市の二上山博物館と連携協力のための協定を締結

しました。今回の展示は、それを記念して開催されるものです。

　二上山の東麓に位置する香芝市には、平野塚穴山古墳や尼寺廃寺跡など、国指定文化財が４件、奈

良県指定文化財が６件あります。また、市内にはサヌカイトの原産地遺跡が多数あり、出土資料は香

芝市の文化財に指定されています。この展示では、

香芝市内に所在する遺跡の出土品を中心にして、香

芝市の歴史や文化財を紹介します。

展示解説講座　10 月 18 日（日）（午後 1 時 30 分）
　　　講　師：佐藤良二氏（二上山博物館）
展 示 解 説 会　10 月 3・10 日、11 月 7・21 日
　　　　　　（各土曜日午後 2 時～）

『二上山麓の考古学－香芝市の歴史と文化財－』
第60回企画展 2015 年 10月３日（土）〜 11月23日（月・祝）

岩宿博物館　館長　小菅　将夫

　昨年度は、韓国の石壮里博物館で開催された世界旧石器祝祭に参加し、奈良県香芝市にある二上山

博物館と協力連携協定を結びました。開館 23年目を迎える岩宿博物館では、早くも二上山博物館と

連携した企画を検討中です。このように他の博物館と連携し、様々な活動が少しずつできるようにな

ってきたのは、岩宿遺跡のネイムバリューとともに、これまで行ってきた博物館活動が評価されたも

のと、博物館を預かるものとして大変喜ばしく思っています。また、長年懸案であった映像システムも、

昨年度にモニターは液晶に映像データはSDカードに、と最新の方式に変更となりました。

　博物館とそれを取りまく状況も少しずつ変化しています。本年度はそのような変化をどのように受

け止め、次の飛躍につなげるのかという時期であろうと思っています。変更しやすくなった常設展示

映像システムでは、今後の変更のための準備期間が始まります。博物館の業務については、これまで

実施してきた事業を見直しながら、「地道にコツコツ」と進めたいと思っております。その背景には、

職員が減少してしまったという現状もあるのですが、省力化しながらも将来を見据えた実のある博物

館活動を少しでも実施していきたいと考えているからです。

　岩宿博物館は、「岩宿時代の情報発信基地」となることと、「地域に愛される博物館」になることの

2点を掲げてこれまで活動してきました。今後も、他の博物館や研究者の方々との連携を強くするこ

とでさらに情報を発信し、事業に協力頂いている友の会や古代米の会という地域の方々との関係をよ

り一層深め、充実した事業を展開したいと思います。日頃よりご協力いただいている皆様に感謝申し

上げますとともに、今後のご協力をお願いし、新年度のあいさつといたします。

ごあいさつ
平成27年度の活動方針「さらなる連携」と「地道にコツコツ」

『二上山麓の考古学－香芝市の歴史と文化財－』

二上山（香芝市二上山博物館　奥田昇氏撮影）
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『考古学から見た群馬の戦国時代』

『岩宿人になろう』
みどり市内体験学習作品展

第 61回企画展

　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。

2016年３月19日（土）〜 ４月10日（日）

2016 年１月30日（土）〜 3月13日（日）

『岩宿人のくらしをさぐる』
　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、全問正解したら素敵なプレゼン

トがあるかも？

夏休み子ども向け展示

『岩宿人のくらしをさぐる』

８月２日（日）〜 9月23日（水・祝）

『みどり市の歴史と文化財』
春 季 展 示

　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、新たに発掘された元屋敷遺跡出土資料や戦後 70年関連資料を展示します。

2015 年４月25日（土）〜 ７月20日（月・祝）

『みどり市の歴史と文化財』

　群馬県の戦国時代には、上杉謙信や武田信玄、後北条氏など、東国を代表する戦国大名が登場し、

さかんに領地を奪い合う、まさに戦乱の地域であったといえましょう。そうした状況から、県内には

大規模なものから小規模なものまで多数の戦国時代の城郭が残されています。

　今回の企画展示は、特別講座としておこなう郷土史講座と連動して開催します。講義の中で紹介す

る箕輪城や名胡桃城などの群馬県内の著名な城郭を中心として、みどり市内の館跡の発掘調査で発見

された考古資料を加えながら、群馬における激動の戦国時代を振り返ります。

『サークル活動展2015』
第19回友の会展示

　岩宿博物館友の会には、石器作りサークル・土器作りサークル・古代料理研究会・民俗伝承研究会の 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。これらのサークル会員を中心として、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います。会員の 1年の活動を振り返り、その成果や作品を

展示します。

11月29日（日）〜 2016年1月17日（日）

『サークル活動展2015』

『岩宿人になろう』

展示解説会　1月 30日、2月 6・20日、3月 12日（各土曜日午後 2時〜）

『考古学から見た群馬の戦国時代』
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岩宿大学２０１５
受講生募集

　テーマ：遺跡群を掘る
　第１講　開講式　６月７日（日）
　『野尻湖遺跡群の発掘調査と研究』
　　大竹　憲昭　氏（長野県立歴史館）
　第２講　７月５日（日）
　『下総台地の遺跡群の発掘調査と研究』
　　橋本　勝雄　氏（千葉県教育振興財団）
　第３講　９月６日（日）
　『愛鷹山麓遺跡群の発掘調査と研究』
　　高尾　好之　氏（沼津市教育委員会）
　第４講　10月４日（日）
　『清津川流域の縄文草創期遺跡群の
　　発掘調査と研究』
　　佐藤　雅一　氏（津南町教育委員会）
　第５講　閉講式　11月29日（日）
　『長野県内の縄文時代遺跡群の発掘
　　調査と研究』
　　小林　康男　氏（前塩尻市立平出博物館館長）

受講生募集要項
●定員　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4,000円、みどり市内在住
　　　　　　　3,500円、友の会会員2,500円
　②単独受講　各講義とも1,000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・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 22 日（金）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。

　一昨年度は新たな試みとして実際の遺跡の発掘調査を行い、昨年は、遺跡を発掘調査した成果が岩
宿時代や縄文時代の研究の中に、どのように位置づけられ、研究を進展させて来たのかを学んできま
した。そこで、今年度は遺跡が集中して発見される「遺跡群」の発掘調査をみていきたいと思います。
　遺跡がムラであるとすると、遺跡群はムラの集まりであり、「遺跡群」は社会の様子をさぐる重要
な研究課題といえましょう。日本列島内には、いくつもの遺跡群があることが知られ、発掘も行われ
てきました。このような遺跡群の発掘調査と研究が、考古学研究にどのような影響を与え、成果を生
み出してきたのか、実際に調査や研究に携わった一流の講師陣から講義をいただこうと考えています。

愛鷹山麓の遺跡群（富士山の手前が愛鷹山　写真提供：沼津市）
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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 ―

夏休み体験学習教室

岩宿人にチャレンジしよう！

　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

【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、保険料や材料代、資料代を含みます）
【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。

　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

スと一緒に寝る特典付きです。

【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】７月３日（金）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〕

８月７日（金）日帰りコース
８月８日（土）〜９日（日）宿泊コース（１泊２日）

2015 年度上半期

体験学習のご案内
2015 年度上半期2015 年度上半期

体験学習のご案内体験学習のご案内
2015 年度上半期

体験学習のご案内

化石
を探そう！

岩宿探検隊

黒耀石を加工して石ヤリを作ります。友の会石器
作り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。技術を学び、
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？

【時　間】午前 10 時～ 12 時
【対　象】中学生以上
【定　員】各 25 人
【申込み】①は 5 月 29 日（金）
　　　　　②は 8 月 28 日（金）
　　　　　③は 9 月 29 日（火）から
　　　　　どちらも午前 9 時から
　　　　　電話受付

大人向け
体験学習講座

石器作り

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 11 日（土）９時～ 14 時
【対　象】小学４年生以上中学３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）
【受　付】６月 19 日（金）
　　　　　午前９時から電話受付

①６月 21 日（日）   ②９月 20 日（日）
③ 10 月 18 日（日）

●第１回 ４月25 日（土）開校式・古代米種まき
●第２回 ５月 ９日（土）サトイモ植え付け
●第３回 ５月30 日（土）古代米田植え
●第４回 ７月18 日（土）古代米水田の雑草取り、かかし作り
●第５回 10月 ３日（土）稲刈り、はぜ掛け

●第６回 10 月17 日（土）古代米脱穀
●第７回 11 月 ８日（日）古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）
●第８回 11 月 14 日（土）サトイモ収穫
●第９回 12 月 ５日（土）しめ縄作り、収穫物の試食、

閉校式
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　3月１日に、郷土史講座の史跡見学会を開催
しました。今回は歴史的建造物について学んだ
第３講に関連して午前中に桐生市の彦部家住宅
と市内の岡直三郎商店を見学し、午後からは平成
26年に世界遺産に登録された伊勢崎市の田島弥
平旧宅とその周辺をめぐりました。午後から雨
に降られましたが、ほぼ予定通り見学すること
ができました。
　近くに住んでいながら、なかなか見学する機
会のなかった方や、「改めて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
う参加者もいて、郷土について見直す良い機会
になったと思います。次回の郷土史講座の史跡
見学会も、ぜひご参加ください。

郷土史講座　史跡見学会

カタクリさくらまつり｢ 岩宿ムラまつり ｣
　3月 29日に、岩宿人の広場にて岩宿ムラまつ
りを開催しました。ここ数年天気にあまり恵ま
れなかった岩宿ムラまつりでしたが、今回は午
前中に晴れ、雨も降らず、807人もの参加者を
得て無事終了することができました。今回のス
タンプラリーの景品は岩宿博物館オリジナルの
缶バッチ。缶バッチを付けている子どもたちは、
どこか誇らしげに見えました。

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。
◇日時◇　平成27年７月～９月の毎日曜日
（ただし、7月12日、８月９・23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

最近の行事から

岩宿ムラまつりの様子（石うす体験）

史跡見学会の様子（彦部家住宅）

最近の行事から
郷土史講座　史跡見学会

カタクリさくらまつり｢ 岩宿ムラまつり ｣

博物館常設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。
入場料：２，０００円（予価）

（チケットは、岩宿博物館で販売します。）

サロンコンサートご案内　●９月19日（土）・10月 10日（土）19時開演

◇申し込み◇
開催日の３日前（木曜日）までに電話にてお申し込みください。
※申込者が少ない場合は、中止になることがあります。
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　元岩宿博物館職員の林です。桐生市から出向と

いう形で2年間お世話になりました。現在は桐生市

立中央公民館で事務仕事をしておりますが、原稿

を書いてほしいとの依頼を編集長より頂きました

ので、つれづれなることを書いてみたいと思いま

す。

序：博物館に行く
　公務員の異動の知らせはいつも突然です。事前

にみどり市へ出向することは聞かされていました

が、岩宿博物館へ行くことを聞いたのは異動の約1

週間前です。着の身着のまま博物館へやって参り

ましたが、大学時代は考

古学を学んでいました

（しかもちょうど岩宿時

代中心の研究室でした）

し、それに博物館実習は

岩宿博物館で受けました

ので多少の知識は持ち合

わせていました。きっと

それを買われたのでしょ

う。とにかく4月から新

たな環境の中でお仕事が

始まりました。

破：博物館でのお仕事
　それまでの役所生活はすべて窓口業務でしたの

で、180度といってもいいくらい仕事の内容が変

わりました。3月に確定申告の仕事をしていて、

4月から黒耀石で石槍を作る仕事をするとは思っ

ていなかったのです。博物館の仕事は、昼間は体

験学習の補助に付きっ切りなので、体力勝負であ

ると同時に、事務仕事を平行してこなすのはなか

なか骨が折れました。加えて4月下旬から春の企

画展が始まるので、展示作業もしなければなりま

せん。ただ並べるだけ・・・と思いきや、展示の

ストーリーを理解してレイアウトし、展示台の移

動、ライトの当たり具合まで全て考えながら行わ

なければならず、展示作業を前日の夜中にやっと

終わらせることができたのは、今となってはいい

思い出です。

　それ以外にも古代米の田植え、化石探し、千葉

へ史跡見学会、ムラまつり、サロンコンサートに

岩宿フォーラム、秋と冬の展示準備・・・などな

ど、博物館には様々な事業がありました。企画か

ら準備、そして本番、後片付けに至るまで、職員

が中心となって行わなければならず、友の会の

方々をはじめ、たくさんの方々のご協力が不可欠

であると痛感しました。職員一人ではとても無理

です。

急：博物館で学ぶということ
　そんなわけで日々の業

務に追われに追われ、気

がついたら1年が過ぎよう

としていました。3月い

っぱいで桐生市に帰ろう

としていたその時、奇跡

（？）が訪れました。そ

う、みどり市への出向が1

年延長となったのです。

なんてこった・・・とい

う間もなく、4月から怒涛

のお仕事ラッシュ。担当

業務も多少変更になり、さらに強力になったお仕

事たちを斬りまくった毎日。たまに遊びに来てく

れたノラ猫やセグロセキレイに癒され、職場の仲

間や友の会の方々に励まされ、なんとか無事に残

り1年を過ごすことができました。

　慌しく過ごした2年間ですが学ぶことも多くあり

ました。桐生市には博物館がありませんので、残

念ながらこの経験をすぐに活かすことはできませ

んが、桐生にも岩宿に負けない素晴らしい文化財

がたくさんあります。いつか博物館ができた時に

はこの2年間を思い出して、それらの文化財を少し

でもうまく活かすことができれば、恩返しになる

のではと考えています。今思えば、短い間でした

が大変お世話になりました。ありがとうございま

した！

ストーンエッセイ⑳

博物館での思ひ出



Schedule 2015 年４月～８月 催し物

　5 日（日）岩宿大学②
　　　　　　「下総台地の遺跡群の発掘調査と研究」
11 日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」
12 日（日）史跡見学会
　　　　　　｢ ひたちなか市周辺の史跡を訪ねて ｣
18 日（土）米っこクラブ
　　　　　　「古代米水田の雑草取り・かかし作り」
20 日（月・祝）春季展示
　　　　　　　　「みどり市の歴史と文化財」展示終了

　2 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23日）
　7 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
　8 日（土）～ 9 日（日）夏休み体験学習宿泊コース

12 日（日）「岩宿人になろう」展示終了
25 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「開校式、古代米種まき」

　9 日（土）米っこクラブ「サトイモ植え付け」
17 日（日）「国際博物館の日」無料入館日
30 日（土）米っこクラブ「古代米田植え」

　7 日（日）岩宿大学①　開講式
　　　　　　「野尻湖遺跡群の発掘調査と研究」
21 日（日）大人向け体験学習講座「石器作り①」

４月

５月

６月

友の会会員募集

〒 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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◇　　　　　　　　　のご案内◇

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　石器作りサークル・土器作りサークル・古代料理研究

会・民俗伝承研究会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。

８月

７月

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》

《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

（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 編集・発行


