の遺跡のパネルの説明の中で、苫小牧の地層の
大まかな年代測定に支笏火山(約 3万 2千 年前)
恵庭火山(1万 2千 年前)樽 前山の火山灰が目印
として使用されている事、正確な年代測定には
炭素が使用されている事等々腹一杯に、縄文と
発掘の知識を詰め込んだ見学会は、午後5時 無
事終了し博物館前で解散となりました。
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静‖、博物館見学会無事終了
6月 26日 午後1時2吟 、博物館正門前に集合
した参加者41名 は、早速用意されたバスに乗り
静川遺跡へと向かつた。車中では,同 行していた

̲だ いた博物館主任学芸員の赤石氏より、静川遺
跡を含む苫東遺跡群の発見の経緯と、年男‖こ、
発掘された遺跡の説明を受け、予備知識を得な
がらの往路でした。現地に到着後、今は厚く土に
覆われ二つの小山になつている静川遺跡に上り、

博物館正 門前にて

25年 前の発掘調査から参加されていた赤石氏
の、体験談を含めた環濠遺跡の詳細な説明がな
された。一時間半あまりの説明と質疑応答の後、
博物館へと帰路についた。

静川遺跡
昭和 57年発掘調査 が始 ま り、ま もな く縄
文中期末 (4千 午前 の環濠 が発見 された。縄文
時代 の環濠 が完 全 な形 で発掘 され たのは全 国
初 で 、 マス コ ミに も取 り上げ られ研究者 の注
目を集 めた。剖 ￨116と 呼ばれた この遺跡 は、
調査終了後破壊 され る予定であ ったが、苫小牧
市民有志 が苫東遺跡 を考 える会 を立 ち上げ、猛
烈な保存運動 を繰 り広げた。そ の結果昭和 62
年 1月 8日 、国 の史跡 として指定 され埋設 と言
う形 で保存 され た。弥生時代以降の環濠は、村
や砦 の防御 と して作 られ た と言 われ るが、縄
文 の環濠 の 目的は、諸説が あ っては っ き りと

遺跡にて

は解 っていない。

博物館では、地下保 管庫 に遺跡 から発掘され
た膨大な数 の 出土 品が保管され ており、未整理
の保 管棚 、修復、未修 復 の土器 類な どを,赤 石
氏の案内により見学させていただきました。
縄文早期、中期、後期各時代別 の土器の 様式

鋼

に1争せて

久保 カ

や破片を組み合わせ て作る土器 の修復 の苦労

この度は、会報の創刊おめでとうございます。私は

など、有意義なお話を沢山聞けました。発掘当時

新明町に住む久保と申します。浅はかな知識を思い

起こせ￨よ 地球が誕生して47億 年、生物が誕生して4
3億 年、人類が誕生して400万 年、火を使うようにな

静川幻想

つて200万 年、縄文時代といえるのは1万 2千 年前か
ら2千 5百 年前、この間に現代のような文化が存在し

生きた人々の生活の蹴 ここ1万 年はそれ以前に比
べ ると、気温がかなり安定しているそうだが、アサリ

なかったのか ?等 々を考えるとき、自分は僅か 60数

などが見つかつている事から、当時は今より暖 かく近

記 でも過去のない人はいないと思うとき、今の生活

くに海があつたということだ。何か不思議な気がした。

に近い縄文時代を勉強してみたく、この会に入会いた

当時の人々は海から魚織

しました。それにいたしましても、この近代都市、苫小

に落ちた小動物など、要するに身近なもので生活し

牧に縄文遺跡があると知つたときは、驚きました。冬

ていたのではとの話があつたが 、外国産の食べ物を

が長く夏が短い土地で生きる知恵を見出した縄文人

日常的に食べている自分たちのことを考えると、昨今、

に敬服するしだいです。この知恵を引き継ぎながら,
愛いっぱいの1万 年ロマンのスローガンの下、和気調

地産地消などとも言われるが、確力ヽこ身近なもので
済ませるのが基本だと改めて思われた。持てる者が、

調に勉強していけたら幸いに存じます。皆さんどうぞ

それを吐き出す祭りがあったのではというのには、考

よろしくお願いします。

えさせられた。自由競争化で富の独り占めが可能な

梁田 俊幸

黄褐色の粘土に覆われた小山の下に、4千 年前に

山から木の実、落とし穴

現代 精 々人よりちょっと多く持てるぐらいで我慢して
もらうように、規制できないものか。みんな、食べてい
かなけれ ばならないのだから。憲法22条 、29条 の
『 公共の福祉』を公共事業推進の具としてばかりでな
く、野放図な自由競争の歯止めにできないものか測腹
立たしかった。

遺跡にて説明する赤石氏
見学会に参加して

遠藤 玲奈

産まれてからずっと苫小牧にいるにもかかわらず、
静川遺跡の存在を、最近まで知らずにいました。縄文
会の講演会をきつかけに、静川遺跡のすばらしさを知
り
『 行つてみたしヽ』と思つたので、見学会はとても楽し
みでした。現地へ彿 てまず驚いたのは、私の想像と

博物館地下の修復 された土器群

違つた姿をしていた事でした。発掘当時のまま保存さ

感 想

田鎖 睦子

れていると思つていたのです。しかし、遺跡をまもる

6月 26日 、苫小牧縄文会第1回の遺跡見学会が行

ために盛り土が必要だつたとの説明を受けて納得。

われ参加いたしました。今までに縄文社会に関する

縄文時代の生活等を想像眈 がら、とても楽しい時間
を過ごせました。続いては博物館の見学、それも通常

講演会、あるいは学芸員の方 々のセミナー等に1.2

では不可能な地下室へ入れるとのことでした。静川を

には2年 前に、入リロ付近まで行つたことがあります

始め,各地で発掘された土器や貝などが多数収納さ

が、その時には盛り土を下の方から見上げなんと殺

れており本当に心が躍る思いでした。今回の見学会

風景な (勿 論調査が終了しているから当たり前 です

で貴重な体験ができた事に感謝します。

が)と 感じた事を覚えています。今回の見学会 は、学

度参加する機会がありました。また、今回の静川遺跡

芸員の方の説明を聞きながら歩いてみて、環濠、住

居跡、落とし穴を確認できた事は、とても有意義であ

眺めます と、他の住居跡もある遺跡も見えて、このあ

つたと実感しています。今後も、限られた時間の中で

たりで4千 年前の縄文人が生活していたのだと思うと、

すが、苫小牧近隣の遺跡見学会 に参加したいと思つ

感慨深いものがあります。それは、この場所には、お

ています。

そらくは何千年にわたつて、代 々縄文人が住んでい
たのではと想像されるからです。もつとさかのばれば、

感 想

森 山 弘毅
『 縄文の会』の初めてのイベンHこ 参加、夜の懇親

原生林が生い茂 つていたときに、この地に来た最初
の人類は,ど の様な判断をしてこの地を選ん だのだ

会までじつに楽しい一 日でした。こんな機会でもなけ

ろうか。住居を建てる為に切り拓くのに大木を倒したり、

れば行く事もできない
『 静川遺制 の上に実際に立つ

根を掘つたりと考えると、どれだけの時間と労力を使

ことができた事が、何よりうれしい事でした。参加され

ったのだろう。この様に、遺跡に立つだけで色々な事

た皆さんも、同畷ユいだつたと思います。41人 もの多

が想像され て楽しいです。環濠についても、解らない

くの参加があつた事が、関心 の深さを示しているし、

事だらけのようですから、他の場所の遺腱 比較した

当日案内して下さつた博物館の赤石慎三学芸員の現

り、他の部門の研究なども参考にしていきたいです。

地での説明にも、いくつもの質問が飛び交うほどでし
た。赤石さんは、そのひとつひとつに解りやすく懇切
に説明してくれました。ありがたい事でした。4千 年も
昔の事ですから不明な事ばかり、
『 それは不明』という
説明も快いものでした。わからない事が多いからこそ、
いつそう想像力もふくらみます。すべて埋め戻され た
遺跡 の上に立っていると,『 聖刷 とされるところの広
さや環濠 の位置、生活道具がなかつたと言う建物の
肛 となどが色々思い起 こされます。住居群のあつた
遺跡からの距離感など、どんな祭祀が行われ ていた

博物館地下のパネルにて説明する赤石氏

のか 、などいつそう想像がかきたてられます。ところ
どころ草 の生えている辺りが住居跡かも、というお話
にも、その位置関係が突然リアルに感じられて、愉快
でした。このイベントを支えてくださつたお世話役の皆
さんの献身的なお心尽くしに、ただただ感謝にす。

9月

縦臓柳蝦層類出嗣
10月 遁跡ネットワーク姜
12月 縄文のタベ醐 会)

加

編集後記
縄文会の最初の事業も無事終わ り、会報の発行
にもこぎつけま した。投稿 にご協力いただいた会
員の皆様 に、心より感謝いた します。今後の会報
も、会員の皆様 のお寄せいただく原稿を中心に発
行す るつ もりです ので、是非 ご協力 いただけます
よ うお願い します。
会報編集委員会

出土品の保管だな
感 想

JJり ::

達封畿

この静川遺跡に立 つのは、初めてです。この丘から

清野、吉中、ガリ

￨￨

