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上 大和市の立地や遺跡などの説明を受ける

下 ズラリと並んだ石器。圧巻!! 

つる舞の里資料館 

 
 
 
 
相模野台地は、岩宿時代の遺跡が多く、集中した地域であるとともに、特色ある遺跡も多数知ら

れています。また、そのような研究成果に基づいた岩宿時代の研究のさかんな地域です。平成 18

年度の史跡見学会では、そうした地域の遺跡や博物館の見学を予定したところ、24 名が参加し、

有意義な 1日を過ごしました。 

 

 岩宿博物館を 7 時に出発し、北関東自動車道、

関越自動車道、圏央道と乗り継ぎ、大和市に到着

したのは10時頃。神奈川までの長い道のりの中、

小菅学芸員から、見学の前にいろいろと説明があ

りました。内容は、北関東のローム層は浅間や榛

名であるが、南関東では箱根や富士の噴出物で

あること。土層の記号について。また遺跡の発掘

の経緯などです。 

 

大和市市役所 

 まず最初の目的地は大和市の市役所。ここで途

中参加の2名と合流し、資料の収蔵施設をみせて

もらいました。そこには、私たちのために多くの石

器を並べて見られるように準備してありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つる舞の里資料館 

昼食を食べたあと、2番目の目的地、「つる舞の

里資料館」に行きました。 

私たち群馬県人にとって、「つる舞」といわれる

と、上毛かるたの「つる舞う形の群馬県」を思い浮

かべますので、この資料館の名前の由来も気に

なります。 

そこで、資料館のリーフレットを見ると、源頼朝

が富士の鷹狩りの帰途、鶴が舞うのを見て「鶴舞

の里」と名づけたというもの、源義経がこの土地を

通ったとき鶴舞いを見たというもので、鶴間の地

名はその鶴舞が転じたものだといわれていま

す。」とあります。 

えっ？「源頼朝が狩りの帰途に」って、笠懸も同

じじゃないですか？頼朝が狩りをすると、地名が

出来るのかね。なんていうツッコミはこのくらいに

して、建物の外観は、幕末から明治初頭の農家を

モチーフとしたもので、内部は農家の庭、納屋、

土蔵というイメー ジで構成されていて、趣があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この資料館は、日本旧石器時代研究史上有

名な月見野遺跡群の中にあり、日本最古の土器
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が発見された上野遺跡第１地点の資料が展示さ

れています。 

また、大和市北部地域(旧下鶴間村)の歴史関

連資料を収蔵し、展示しています。  

 

相模原市博物館 

相模原市博物館は、平成７年１１月２０日の市制

記念日に開館しました。 

この博物館は、「自然・歴史展示室」と、「天文展

示室」という２つの常設展示室があります。 

「自然・歴史展示室」では①｢大地の生いたち｣

②「郷土の歴史」③「くらしの姿」④「人と自然のか

かわり」⑤「地域の変貌」の５つのコーナーがあり、

マンモス、石器や土器、農具、動・植物資料、復

元した開拓農家や都市化の進む｢さがみはら｣の

様子などが資料や模型、映像などで紹介されて

いります。 

「天文展示室」では、｢宇宙の中のわたしたち｣

をテーマに隕石資料や地球模型、太陽望遠鏡の

映像などが紹介されている他、県内最大級直径２

３メートルのドームで｢プラネタリウム｣と｢全天周映

画｣が上映されるそうです。 

また、ちょうど企画展「相模川・桂川流域の縄文

時代－川に結ばれた先人の暮らし－」（2006年

10月７日～12月３日）が行われていて、黒曜石や

水晶でできた石器や、縄文時代中期から晩期に

かけての土器が多数展示してありました。 

 

田名向原遺跡 

最後の見学地は田名向原遺跡です。この遺跡

は、後期旧石器時代末（１万８０００年前）の遺跡で、

建物跡と推定される遺構が発見されました。これ

は現在のところわが国最古の例といわれており、

国指定史跡となっています。 

現場で説明していただいた大貫さんによると、

「柱穴と炉だけしかないため、定住とは言えない。

そのため、“住居跡”とは言わずに“住居状遺構”

と呼んでいます。」とのことでした。 

この遺跡の保存、整備のために、鉄塔を移動さ

せた話などは、大変興味深いものでした。 

右に、相模原市のHPに掲載されている遺跡公

園の内容を転記します。 

 

この項を書くにあたり、展示図録やリーフレット、Ｈ

Ｐなどを参照、転載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「史跡田名向原遺跡公園」の開園 

平成１９年３月３１日に遺跡田名向原遺跡公園を開園

しました。主な概要は以下のとおりです。 

○住   所 相模原市田名塩田３丁目１３番 

○利用案内 

  開園時間 ４月から１０月まで 

        午前８時３０分から午後６時まで 

        １１月から３月まで 

        午前８時３０分から午後５時まで 

 休園日   １２月２９日から１月３日まで 

 入園料   無 料 

○遺構復元展示の概要 

谷原１２号墳 

平成６年に遺跡公園の北方約６０ｍで発掘された。約

１，４００年前の古墳時代の小型円墳を復元しました。ま

た、公園内には２基の古墳が保存されています。 

縄文時代の竪穴住居 

平成８年から１０年に遺跡公園の東側で発掘された、

約５，０００年前の縄文時代中期の小型竪穴住居を復元

しました。 

旧石器時代の住居状遺構 

平成９年に発見された約２０，０００年前の旧石器時代

の住居跡と考えられる遺構を復元しました。 

直径１０ｍのほぼ円形の範囲からは、約３，０００点の

石器類と炉跡や柱穴の跡が確認されました。 

地層復元パネル 

Ⅰ、地表から旧石器時代の石器が出土するローム層ま

で展示しています。あわせて、住居状遺構から出土し

た黒曜石を蛍光Ｘ線分析により産地推定した結果に基

づき、各産地で採取した黒曜石を展示しています。 

Ⅱ、旧石器時代の石器が出土するローム層から、かっ

てこの地に相模川が流れていたことを語る段丘礫層ま

でを展示しています。 

「史跡田名向原遺跡公園」 

お問い合せ  相模原市教育委員会 文化財保護課

  ＴＥＬ  ０４２－７６９－８３７１（直通） 
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平成18年度の友の会展示は、「ふ

るきをたずねて」というタイトルで平成

18年12月３日から平成19年１月14日にか

けて開催されました。 

期間中の12月10日には、みどり市の石

原市長が展示を見学に来られ、会長以下、

各サークルの代表がそれぞれのサークル

の展示の説明をしました。石原市長は、こ

の日のことを自身のブログにも書いています。 

 

 

 

 

 

 

 

展示の目玉 其の1 

入って正面にある「子供の嫌いな庚申」。台

座からの高さが２８２cm ある庚申様を、民俗伝

承研究会が実物大に作って展示しました。そ

して「野仏・庚申塔」という小冊子を作成し来館

の希望者に配布しました。 

展示の目玉 其の２ 

土器作りサークル誕生１０周年。1997 年から

10 年分の力作を、制作年ごとに配置しました。 

技術の進歩や、注口土器・有孔鍔付土器な

ど、それぞれの年のテーマもわかる展示になり

ました。 

その他、石器作りサークルは山形の頁岩で

作った石器を展示、古代料理研究会はエゴマ

作りの様子を展示しました。 

「岩宿博物館で開催されている「友の会」の展示作品を見学に行った。私

が行くのを予定していたらしく、高橋会長さんはじめ役員の方々があたた

かく出迎えてくれた。短い時間でしたが、とてもためになる勉強をさせても

らった。「あかがね街道」の歴史も聞かせていただいたが、みどり市が昔

からつながっていたことをあらためて認識をした。」 

市長のブログ「きらめき便り」12 月 11 日より抜粋
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大人気！勾玉コーナー 

石原市長を囲んで 

昨年の 11 月 12 日に行われた岩宿ムラ

収穫祭りの様子です。 

 この日の来場者は 520 人。友の会からは

38 名がスタッフとして参加しました。 

足踏み脱穀機 

（なにげに表紙イラストの元写真） 

イノシシ鍋に大行列 
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忘年会 
平成 18 年 12 月 17 日 

今日は楽しい忘年会。 
一年収穫した食料を使って飲んで、食べて、

語ろう!! 
各サークルの皆が一同に集うのはこの日。

朝からそれぞれが用意。 
かっぽ酒の支度に山に竹を切りに出かける

人、火をおこす人、テーブルをだす人、料理

を作る人、力を合わせて 12時に準備が出来上
がり。 
さあ食べて飲むぞー 
 
美味しかったかな？ 
１月から始まる企画店にあわせて、いのし

し料理を 2 点ほど。他にエゴマパン、紫芋の
サラダ、芋鍋、など新しいメニューを加えま

した。 
１年間お疲れ様でした。今年もつつがなく

終わりました。 
来る年がよい年でありますように。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コップや、料理の取り皿は、竹を切って作り

ましょう！ 

 
本日のメニュー 
 

飲み物 

１、 みどり米の酒 

２、 ビール 

３、 果実酒 

焼き物 

１、 いのししの山椒みそ焼き 

２、 いのししの酒かす漬け 

３、 ホウ葉焼き(イカ、竹の子、シメジ

のどんぐりみそ焼き) 

４、 黒米の餅 

煮物 

１、 芋鍋（サトイモ、大根、白菜、こん

にゃく、豆腐、牛肉、玉ねぎ、ネ

ギ、椎茸） 

２、 お汁粉（黒米の餅） 

３、 昆布巻き（鮭の頭） 

４、 ぜんまいの煮物 

和え物 

１、 紫芋のサラダ 

ごはん物 

１、 チラシすし（鮭、いくら、ごぼう、海

苔） 

２、 エゴマパン 

漬物 

１、 沢庵 

２、 きゅうりのしょうゆ漬け 

デザート 

１、 柿ゼリー 

２、 フルーツポンチ 

以上 
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新年会 
1年の計は元旦にあり。友の会の 1年の計は新年会にあり。 
毎年、「友の会展示」最終日の午前中に、各サークルが活動をし、そして昼食時間になる

と体験学習室に集まり昼食を共にします。そして夕方に展示の撤収を行います。 
 
さて、新年会のメニューは 
七草かゆ、緑米と黒米のおかゆ、おでん、こんにゃくとおからの唐揚げ、持ち寄りの漬

物、ケーキなど。 
七草かゆは、博物館周辺で摘んだ七草。 
緑米と黒米のおかゆは、「友の会展示」に来てくれたお客さんが、ビンの中の米を棒でつい

たものです。あまりよくつかれていませんでした、 
 
おでんの中のこんにゃくと、こんにゃくとおからの唐揚げ風は、ある番組で肉のような

食感であると言っていたのを友の会のメンバーの人が見ていて、「作ってみては」とすすめ

られ１月９日に古代料理研究会が集まり、作った物です。ちなみに、メンバーに「何の肉

だ」と質問したら、誰も当てる事が出来ませんでした。作り方は「古代料理研究会だより」

のページで紹介していますので、そちらをご覧ください。 
 
テーブルを囲んで和気あいあいと企画展の話、昨年の事、これからのこと、お互いの作

品の事など話に花が咲き、約２時間ほど歓談をし、一年の健

康と友の会の発展を祈り〆ました。その後３時半ごろ企画展

をかたづけておわりました。 
※ 新年会は無料です 12時ごろ博物館に来ていただければ、
どなたでも参加できます。さびしかったら、まるい顔をした

私に声をかけてくださいきっとたのしいことうけあいます。 
 
 
 ビンと棒を使った脱穀作業
（左） 

緑米と黒米（右） 
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頁岩での石器作り 

 
 前号で９月 17・18 日の山形旅行について報告しました。10 月の活動ではさっそく採取し

てきた頁岩での石器作りをしました。 

 

頁岩での石器作り 

前回の会報で、山形に行き頁岩を採取してき

たことを報告しました。 

さっそく10月15日のサークル活動日に、採取

した頁岩で石器作りをしてみました。 

 

作った石器は友の会展示「ふるきをたずねて」

（2006年12月3日～2007年1月14日）で展示

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも石器作りに使っている黒耀石と、今回 

乃頁岩とでは、割りやすさがまったく違います。

まず頁岩の方が硬い。そして黒耀石には「石目」

はありませんが、頁岩にはあります。そのため、

黒耀石での石器作りに慣れたワタシタチニハ、 

なかなか手ごわい石でした。それともう 1 つ、

道具も違うようです。「地底の森ミュージアム」で

頁岩を割らせてもらったときに使っていた鹿角と、

岩宿博物館で使っている鹿角とでは、太さと重さ

が違いました。頁岩のような硬い石を割るには、

道具も選ばなければならないようです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頁岩で石器作り 

展示の様子 
関口廣・作 

金子実・作 

飯塚輝雄・作 

頁岩製の石器



 9

野尻湖ナウマンゾウ博物館見学 

11月3日に、石器作りサークルの有志6名（プ

ラス子供）で長野県の「野尻湖ナウマンゾウ博

物館」に行ってきました。 

特別展「日本列島にはじめて渡ってきた人び

と」が開催中で、3万年より古いと言われている

金取遺跡（岩手県）や竹佐中原遺跡（長野県）

の石器をはじめ、日本各地の石器石材などが展

示されていました。 

帰りには、長野県千曲市にある「長野県立歴

史館」に立ち寄りましたが、見学時間があまり

取れずに、消化不良気味でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

星野遺跡石器作り教室 

10月29日に、栃木県栃木市で石器作り教室が

開かれました。星野遺跡記念館に隣接する公園

で、石器作りや弓矢の体験などを行いました。山

に囲まれ、縄文時代の復元住居が建つ中での石

器作りは、また違った趣があります。 

 帰りには永野川の川原でチャートの採取を行

いました。 

 

 

 

左 

野尻湖ナウマンゾウ博物館

でのスナップ 

 

右 

星野遺跡でのスナップ 
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人面土器 

 2006 年度の土器作りのテーマは「人面土器」

の製作でした。人面のある土製品は、縄文土

器のほかに、同じ縄文時代の土偶や古墳時代

の埴輪などがあります。 

人面土器の制作にとりかかる前は、単に「人

の顔がついている土器だ」くらいに漠然と思っ

ていたが、実際に作ろうとして、見本にする土

器を選択する段階になって調べてみると、いろ

いろなことがわかってきました。 

 

 「人面土器」と呼ばれている土器は、正式に

は「人面装飾付土器」といいます。（以下は「人

面土器」という通称で書きます。） 

人面のついている土器の主なものは深鉢形

の土器です。人面が付いていても、他の土器

と同じように煮炊きに使われた痕跡があります。

その他にも、有孔鍔付土器や釣手土器にも人

面が付いているものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 人面土器が初めて出現したのは、縄文時代

前期になりますが、やはり中期の土器に圧倒

的に多く見られます。後期には関東や東北地

方で作られたようです。 

 人面土器には、口縁部に把手状に突出して

人面が施されたもの、土器の胴部に人面が付

いているもの、口縁部と胴部の両方に

付いたものがあります。口縁部に人面

が付いたものには、人面が外向きのも

のと内向きのものがあります。さらに、両

面に人面があるものもあります。また、

顔面に目鼻口がなくて、のっぺらぼうの

人面もあります。 

 

 制作にとりかかってみると、技術的な面でいく

つかの困難な点がありました。まず、本体の胴

部の形ですが、胴体の下半分が、底面に対し

て垂直に近いほど（図Ａ）粘土を積み上げ易く、

底面に対して水平に近いほど（図Ｂ）積み上げ

ていくことが難しくなります。このことは、土器作

り全般に言えることですが。 

 

 

 

 

 

 

 

 図Ｂの形を成型するとき、失敗することがあり

ます。10 月の土器作りのとき、胴部が図Ｂの形

の人面土器を作ったが、午前中、底部から口

縁部にむけて、どんどん積み上げていって何

とかなるだろうと思ったが、昼食に行って戻っ

てきたら、成型した本体に大きくひびが入って

崩れてしまった。やはり、図Ｂの形の土器を成

型するためには、時間をかけてゆっくりと積み

上げていかなければならないことを、改めて体

験しました。 

 人面土器の制作で難しいのは、口縁部に人

面が付く土器です。大きな把手状の人面が口

縁部の一箇所だけ付くので、一部分にだけ重

みがかかり、本体が傾いてしまう傾向がありま

す。成型した本体が少し乾いてくるのを待って

人面を載せていくのがポイントになります。 

 人面装飾付土器は、成型していく上で、ある

程度忍耐力がいる土器でした。 

 

図Ａ      図Ｂ 
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史跡・博物館見学 

青森三内丸山遺跡を訪ねて 
 

 18年6月3日から4日にかけて、2泊3日で、

青森県三内丸山遺跡を中心として見学会をし

ました。6 月 3 日、朝 6 時に出発して、東北自

動車道をひたすら突っ走り、午後 1 時すぎに

やっと青森市に着きました。青森は「遠い」と実

感しました。 

 見学場所 

青森県立郷土館（総合博物館） 

三内丸山遺跡 

ねぶたの里（ねぶた祭りの資料展示） 

棟方志功記念館 

 

三内丸山遺跡 

 遺跡は青森市の郊外にあり、高速道青森ＩＣ

から車で 5 分のところです。推定される遺跡の

範囲は約 35 ヘクタールといわれています。縄

文時代前期から中期（約 5500～4000 年前）の

集落遺跡です。そこには 1500 年間にわたって

集落が存続し、土器・石器・木製品など数万点

の遺物が出土しました。 

 竪穴住居跡は５棟が復元されています。復

元された長さ 32m ある大型竪穴住居は圧巻で

した。集会所か、共同作業所か、冬期の共同

住宅だろうか。また、シンボルとなっている大型

掘立柱建物は実に雄大でした。その横にある

大型掘立柱建物跡には、直径２m の柱穴が６

つあり、この遺構は覆屋をかけて公開されてい

ます。こんなに大きな柱を、機械もなかった時

代にどのようにして建てたのか、どのような技術

を持っていたのか、不思議に思いました。私が

日頃漠然と頭の中にある「縄文時代」のイメー

ジを覆す大きな建造物で、「大きい」というのが

実感でした。 

 三内丸山遺

跡を見学したこ

とで、縄文時代

にはすでに大

規模な定住の

集落があり、文

化的にも、技術

的にもかなり高

いレベルに達し

ていたことがわかりました。この遺跡は縄文の

都市といわれていますが、私には、現代の都

市のイメージで見ているからかもしれませんが

ｍ「都市」という感じはしませんでした。 

 三内丸山遺跡展示室には、ここで発掘され

た土器・土偶・石器・木製品・漆製品・骨角器、

それに動物や魚の骨、植物の種子などが展示

されていました。土器の多くは、大型の円筒土

器で、土器作りサークルの私としては、あまり制

作意欲がわきませんでした。 

 数多くの土偶や縄文ポシェットには、強く引き

付けられました。なかでも、力強い縄文様の装

飾が付けられていた浅鉢型台付土器が印象

に残っています。いつか作ってみたいと思って

います。 

 

 
18 年度活動報告 

4 月 粘土仕込み・小物つくり 

5 月 土器づくり 

6 月 史跡・博物館見学（三内丸山遺跡） 

7 月 土器焼き・粘土仕込み 

8 月 土器づくり（合宿） 

9 月 土器焼き・粘土仕込み 

10 月 土器づくり 

11 月 土器焼き（収穫祭） 

12 月 友の会展示準備 

1 月 粘土仕込み・サークル新年会 

2 月 土器づくり 

3 月 土器焼き（岩宿ムラ） 
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栃餅 
９月 17 日 

「今年こそは栃餅を作るぞー。」 

と意気込み、石器作りサークルの人達といざ山形に！瑪瑙（メノウ）を拾うのはもちろんですが、

あわよくば栃の実を拾えればいいナーと思って出かけました。 

宮城県の「地底森ミユージアム」で、栃の実を探していた私達に声をかけてくださった三浦さんが、

もし取れたら送ってくれると約束しました。 

また 9 月 22 日に、三輪館長（当時）と関口さん、料理研究会 5 人で「ほたか牧場」に行き、栃の

実を拾ってきました。この実は、みどり市東町にある関口さんの実家の池に 2 週間ほど水に漬けて

おいていただきました。 

寺澤さんからは、もみを頂きました。 

宮城県の三浦さんからは、約束どおりに栃の実を送ってくいただき、籾山さんの叔母様のところ

で、二週間ほど前橋市三夜沢の赤城神社の水でかけ流しをお願いしました。 

寺澤さんの実は水道水で毎日水を取り替えてあくを抜きました。 

そのあと武尊で拾った実はナラ木の灰で４日ほどあくを抜きましたが抜けきりませんでした。 

また三浦さんから頂いた実は地底の森ミュージアム友の会の方から教えてくださったとおりにあく

を抜きましたが両方とも苦味がのこってしまいました。 

まっいいかと試しに餅をついてみましたがやっぱり苦くて食べられませんでした。 

 

その後 2月 16 日に別のお料理教室で栃餅を作ると言うので参加してみました。 

そこでつくまえのみを食べてみたらやはり苦かった、先生はもち米１００に対し 8 パーセントの栃

の実を入れもちにした。味はほんのチョット苦味が残ったけれどその苦味が喉越しにうれしい味でし

た。 

まだ栃の実はたくさんあります、おりおみてもちを作って見ます。 

 

こんにゃくの唐揚げ 
とある番組でコンニャクイモの中におからをいれ油で揚げるとから揚げのようになると、会員の一

人が言った、つくってみればと言われ、ホントかナーと思ったが物は試しと作りました。これがけっこ

ういい味ですので皆さんもよろしかったらどうぞ。 

 

作りかた 
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材料 

蒟蒻玉 おから 蒟蒻ソーダ お湯 しょうゆ 根しょ

うが さけ 片栗粉 油  

1 蒟蒻はよく洗い適当に切りやわらかくなるま
で湯でる。 

2 250 グラムの蒟蒻に 1000ｃｃのお湯を入れミ
キサーにかける(お湯の温度は約 70 度) 

3 ミキサーから取り出しおからをいれ練が出る
までかき混ぜ 1時間ほど寝かせる 

4 ソーダ（７グラム）をおゆでとかし 3 にいれる，そしてかきまぜる 
5 ふっとうした湯に 4 を適当の大きさに切り、30 分ほどゆでる 
6 みずをきり、しょうゆ、根しょうが、さけで味をつけ煮込む 
7 ６に片栗粉をまぶし油で揚げる 

 
秋から冬にかけて 
私たちは，秋から冬にかけて、一番忙しい時

期です。 
ドングリ拾い 
エゴマの収穫 
アケビやその他いろいろな果実の保存 
炭焼き 
など 
 
古代に思いをはせれば、きっといつの時代も女たちは冬支度に精を出していたと思いま

す。 
自分の家でも沢庵、切干、野菜の塩漬け，野菜のしょう油煮、いくら、イカの塩から、

辛子明太子、など保存食をたくさん作ります。 
これらの食品が食べ終わる頃、カタクリの花とともに、岩宿の里に楽しい春がきます。 
 
今、「カタクリさくらまつり」の準備をし

ています。 
いつもふきのとうのお焼きを作りますが、

それプラスえごまのお焼きを作ろうと思っ

ています。 
味はどうかな？お楽しみに… 
岩宿の里で待っています。 
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鹿田老談記 

『鹿田老談記』は、明

治 11 年８月に田村喜惣次

によって書かれました。今

回、『上毛及上毛人』68
号（大正 11年 12月号）
に掲載されていたものを

底本として、全文をテキ

ストデータ化しましたの

で、この場を借りて掲載

します。 
底本は段落や改行が一

切なく冗長なため、読み

易さを考慮して、改行や

段落分けをし、タイトル

を付与しました。また底

本では漢字はすべて旧字

体ですが、新字体に直し

ました。 
 

鹿田老談記 田村青柳軒述 

 

笠懸 

当郷開闢は、広々なる野原にして、新田の

原と云ふ。 

時に清和天皇の後胤右大将頼朝公、野州

那須野の御狩をすまし御帰のとき、新田大炊

介義重公の御居城、寺井なる新田の館、寺尾

城に御立寄、其折節御馳走とて、笠懸の遊を

此原にて催され、これより笠懸の原と云ふ。 

鹿田 

爰に新田義重公は嫡男太郎義兼公に命じ、

新田の原を開かしめ北新田の郷と名附給ふ、

また小新田の郷ともいふ。 

其後足利の天下の時士加太の郷と改め、後

に鹿田の郷と云ふ、新田崩れの諸浪人当郷に

落つき新田を開き民家も次第に殖へ、後年に

は鹿田、西鹿田、鹿の川と三つに別れ、家も

益々繁昌して公方へは夫々貢をおさめ妻子を

養ひ、住める民こそ仕合に永続し堯舜の御代

こそ此時と諸民万歳を唱へけり。 

塔下耕地と寺開戸 

嘉永、慶応の頃より徳川の天下乱れ一橋公

脱籍し天下朝廷に帰り、田畑山林石盛御廃し

金貨幣の位税地となり、当山際岩崎清次郎居

住辺御所開戸と唱へ、同人東山続き往古五重

塔有之、今に於て塔下耕地と申也、塔下耕地

南に堂あり、本尊馬頭観音、岩崎定次郎居宅

の辺、往古泉光寺有之、民家次第に殖へけれ

ば、村内相談調へ、今の泉沢なる清泉寺に合

併したりとぞ、寺跡の地ゆへ、同人屋敷近辺を

寺開戸と申けり、其証拠はこの辺より古き石塔

五輪等出るなり。 

水上・柳井戸 

亦同人屋敷水上と申井戸有之、むかし酒湧

き出しと申すなり、然るに先年徳川天下の時、

山は不残天下御林の処、願済御払下に相成、

木挽大勢立入馬の骨を投込しより泉の如く湧

き出る酒、只の水となりしと諸人申伝ふなり。 

新井徳次郎屋敷前に大木の柳あり、夫ゆへ

近辺を柳と申なり、其柳の根本より清らかなる

水流れ出づ、依て隣家の民打寄り井戸を掘り

柳井戸と号けり。 

子育地蔵尊 

吉澤五郎平屋敷の外、丑寅の方に當て小

堂に子育地蔵尊あり、是は往古岩崎六右衛門

大家にて繁昌して暮しけるが、右地蔵を下人

が道の端に投出し諸人爪突くも有、足下にかく

るもあり、然るに地蔵尊毎夜六右衛門方へ化

けて参り、御堂建立し給はれと催促す。此六右

衛門と申男、短気物にて毎夜御堂の建立催促

は面倒なりと枕刀引抜、右化僧へ真甲より切

掛けしに、化僧はわつと答へ消失る、六右衛

門は事ともせず寝所へ入り休み、翌朝下人共

大勢引連畑へ出る、往来端に倒れ居し地蔵尊

眉間欠て切傷附いてあり、此仏罰にや岩崎六

右衛門だんだん不仕合打つづき、遂に家名も

打絶るとかや、其後吉澤氏に夢想あり、御堂再

建頼み入り、汝が子孫は我が守護せんと言ふ

かと思へばゆめ覚めて、吉澤氏も不思議の思

に御堂建立して安置し、子育地蔵尊と拝礼し、

其のしるしにや往古より吉澤氏小児一人も早

世せし事なしとぞ伝え承る、近郷より参詣日々

あるとかや。 
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村社赤城大明神 

山際西端に村社赤城大明神あり、元は上組

鎮守なり、徳川天下亡び朝廷の世と成り一村

に二つの村社は無用の御規制、一同相談籤

引致せしに、上組鎮守へ籤当り、鹿田の総鎮

守となりにけり、社殿の東に新田義重卿御手

植の杉あり、当社参拝のとき義重卿御手植なさ

れたるなり、なほ社殿の西に新田義貞公御手

植の杉あり。 

岩崎勘彌 

鎮守の西に薬師堂あり、薬師堂下当時田村

岩十郎持山林、往古岩崎勘彌と云者の屋敷な

り、勘彌は親子三人暮しにて父母は老衰して

貧窮なり、勘彌は父母の養にも田畑少きゆへ

農間に桐生駄賃、大間々より川岸駄賃つけに

精出して、老たる父母を養ひ孝行をつくしけり、

僅の駄賃銭にて米引割を買求め、永き月日を

馬の手綱に朝夕の煙を出すぞいたわしき、勘

彌は貧ゆへ妻も迎へず、朝早く起き自身飯を

焚き、馬にかいをつけ、二番鶏に馬をひき出し

たりとぞ、勘彌は不仕合の男にて日頃二た親

へ孝行を尽せし甲斐もなく両親に先達て相果

て、父母も独り息子に先達たれ、其年の内に

相果て終に家も断絶せり、実にふびんの昔語

りを書残す。 

新田蔵人義兼公夫婦の墓 

田村岩十郎屋敷前に新田蔵人義兼公夫婦

の墓あり、同人の元屋敷辺より岩崎主計の屋

敷辺は、むかし得川家の分族泉沢重氏様の

館のあとなりといふ。 

笠松 

清泉寺境内戌亥に當て寺裏通り清水道あり、

傍に大きなる笠松あり、数百年を経し老木ゆへ

枝茂り傘を開きし如し、此の木の下は小雨の

夜はくらくして誠に物淋しき事言葉に述べ難し、

然るに此の木の下になにものか出て諸人を驚

す故、夜は里人老人も此の木の下を通行する

者なしと云ふ、依て村内相談の上、右の松を

切捨て桜を植て観世音を建てしより幽霊出ず

とかや、誠に仏徳有がたしと諸人感心す、是

全く狐狸の業成か。 

清水 

清水田村忠右衛門前通り細堀あり、水誠に

水昌の如く冴々として流出で、後には字名と成

りこの辺を清水と云ふなり、夫より民家も追々

出来繁昌すと成、其前迄は道帰り民家十七軒

ありしといふ、夫を今は三軒家と成たり、石原

政蔵前に川あり、北新田川と云ふ。 

旗立の峰 

仝人裏山を旗立の峰と云ふ、往古新田義貞

公、義兵を生品の社前にあげ、笠懸野に打出

しとき、この山上に大中黒の旗を立しより、かく

は名附たりとぞ。 

謙信物見の松 

旗立の峰より建岩山まで峰伝へ、往古越後

の上杉入道謙信野陣を張りしと伝聞く、今も謙

信物見の松あり。 

足尾銅山街道 

夫より吹上、徳川天下の時、足尾銅山街道

にて年々道普請致し通り、宜敷道も今は荒野

と成、朝露夕露細道にてやつと通行す、大

間々より平塚木崎往還の鹿の川上に大溜井あ

り。 

観世音・百品大明神・生薬師 

中組田村山長円寺に霊験あらたかの観世

音、渡良瀬坂東札所、三四十年以前迄は毎

月十七日夜は参詣老若男女群集してをびた

だし。 

西北に中下鎮守百品大明神、九月十九日

祭礼、氏子群集す。 

百品明神より一町程下に薬師あり、俗に生

薬師と云ふ、霊験あらたかにして毎年九月二

十二日諸人参詣す。 

夫より下組大澤一家持の観世音あり、関口

清八郎西に観世音安置の庵あり。 

新田義兼公御館の跡 

次に大下鈴木儀助持地の田、往古新田義

兼公御館の跡と云ふ、今に於て俗人所持を嫌

ふとや、御館跡へ印に榎木を植へ後世に榎田

耕地と字を申しけり、この辺は新田義兼公開き

初し処にて、今もこにつたと申す処あり。 

あなかしこ。 

 

鹿田については、この『鹿田老談記』の筆者、

田村喜惣次の父、田村清吉の著した『鹿田旧

事記』という書物もあります。こちらについても、

いつか紹介したいと思います。 
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会員紹介 
 
 前回から始まった友の会の会員紹介。第２回
目は石器作りサークルから紹介します。 
 
 
堀口英雄さん 
 他のサークルのほとんどのメンバーは、
笠懸町内か、その近隣の人で占められてい
ますが、石器作りサークルは広範囲から参
加していただいています。笠懸、桐生、粕
川、前橋、子持、そして県外からは長野、
埼玉、そして今回紹介する埼玉からの参加
者、堀口英雄さんです。 
堀口さんは、第１回友の会展示（平成９
年）にも出展していますので、サークルの
中でも最古参の一人といっていいでしょう。 
石器は人が手作業で作るものですから、
その作品を見ると、作った人となりが垣間
見られます。そのため、その作品を語るこ
とは、そのままその人物を語るような気が
します。堀口さんの作品（そしてその人と
なり）を見ると、豪快な人だな、という気
がします。 
堀口さんは、浦和で生まれた少年時代か
ら貝塚で貝や土器片を拾っていたそうです。
海外貿易の仕事をしていた頃も、行った各
地の石を記念に採取してコレクションにし
ていました。 
岩宿で石器を作るようになってからは、
作った石器に穴を開け、ペンダントにして
身に付けるといったこともしており、私も
穴を開けて金具をつけた石器を１ついただ
いて持っています。 
下の写真は「岩宿ムラ」での様子です。
子供たちに熱心に石器作りを教える堀口さ
んです。 

 

編集後記 
 4 月に発行する予定だった会報２１号が、４ヶ
月遅れでようやく完成しました。仕事上の問題
やら、健康上の問題やら、いろいろありました
が、何とか形になってホッとしています。 
 もともと４月発行の予定で編集を行っていま
したので、内容に関しては 3月までの内容しか
扱っていません。4 月以降の内容に関しては
次回 22 号に持ち越しになっていますので、ご
了承ください。 
 3月 18日に太田市で、日本考古学協会の公
開講座が行われました。そこでは現在使われ
ている歴史教科書について、問題を提起して
いました。現在の歴史教科書は、旧石器時代、
縄文時代が抜けていて、弥生時代から始まっ
ているというのです。実際に置いてあった教科
書を見るとその通りであり、縄文時代に関して
はコラムのような形で扱っているにとどまってい
ました。さすがに巻末の年表では、ほとんどの
教科書に旧石器時代も載っていましたが、中
にはその年表にさえ「旧石器時代」の文字がな
く、時代呼称は「縄文時代」からになっているも
のもありました。 
先日、みどり市の「議会だより」の「まちの声」
に原稿を依頼されたので、このことについて書
きました。岩宿遺跡をかかえるみどり市として、
この問題について「知らなかった」で済ませて
ほしくありませんし、是非何らかのアクションを
起こしてほしいと願っています。   
 

表紙でひとこと 
 秋の岩宿ムラ収穫祭りでの足踏み脱穀機
の様子を描きました。 
足踏み脱穀機は、1910 年(明治 43 年)に

福永章一氏によって発明され、大正時代か
ら昭和初期にかけて使用されました。千歯
の八倍もの能率というから、農機具の大革
命だったのでしょう。 
イラストのモデルは小菅学芸員と、土器

作りサークルの竹内さんのお孫さんたちで
す。 
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