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▶︎ゲスト　前八戸市是川縄文館長・歴史楽者
　　　　　古舘光治氏

　　　　　　　　ご連絡しております通り、
　　　　　　　本日の例会からコロナウイル
　　　　　　　ス感染拡大ということで、時
　　　　　　　間を短縮して12時30分から１
　　　　　　　時10分の40分間にし、食事も
お弁当をお持ち帰りいただくということ、ま
たオンライン出席を推奨し、可能な方はでき
るだけオンラインで参加いただくことにいた
しました。先週の理事会で決定しご連絡いた
しました。その後さらに状況が悪くなってき
ていると感じております。再度現状を鑑み、
例会の休会も頭に入れて判断したいと思いま
す。最終的には持ち回り理事会の承認を得た
うえで、皆さんにはメールかFAXでご連絡
いたします。
　本日ご参会の皆さんはワクチンを₂回打っ
ている方が多いのではと思いますが、ワクチ

ンを₂回打っていても感染してしまうことを
“ブレークスルー感染”というそうです。発
症や重症化を防ぐということで、感染を防げ
るわけではない、当然、人にうつしてしまう
こともあるということなので、十分注意して
いきたいと思います。そういうことで例会を
どうするかを考えたいと思っていますので、
宜しくお願いします。

〇「2020-21クラブ年次活動報告書・2021-22
クラブ年次活動計画書」と「南グループ会員
名簿」が、メールボックスに入っています。
オンライン参加の方にはなるべく早くお手元
に届けるように工夫したいと思っています。
〇先週、感染が急増しているということで、
皆様方には急な参加形式の変更、参加確認で
ご迷惑をおかけしました。その背景には八戸
地域は急増していて、現在ステージ₃“感染
急増時期”にカテゴリー分類されています。
この時期は行動をしっかり監視しながら感染
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予防対策をしっかりしなければいけない時期
です。これまで三密回避ということで徹底して
きましたが、現在国が推奨する感染対策はもは
や“₀密回避”というところです。₀密とはほ
とんど合わないという状況になると思います。
　そういった方針、現状を鑑み、理事会で検
討していただきなるべく早めに周知して、ご
協力いただけるように、かつ、もし休会に
なった場合でも連絡をとれる方法、さらに早
めの再開に向けていろいろな取り組みを検討
して参りたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

親睦会場委員会　　　　　　　廣岡徹也委員

○ニコニコボックスの報告
◦誕生祝　板　慎一さん
小井田和哉　�古舘さん卓話宜しくお願いし
　　　　　　�
夏川戸斉さん�ます。
廣岡徹也さん　ニコニコデー

ゲスト紹介：高谷勝義さん
　古舘光治さんもわたしと同じ八戸市職員で
した。退職してすぐ八戸貿易センター専務理
事としてご活躍され、貿易センター解散に伴
い退職。₂年前まで是川縄文館の館長として
ご活躍されました。今日は１万年以上平和に
暮らしたという縄文人の在り方、今年、北海
道東北地域の縄文遺跡群が念願の世界文化遺
産に登録されましたので、その辺のところを
お話しいただきます。

委　員　会　報　告

「縄文の世界遺産登録に関連したことと」と「縄文文化の魅力等」

前 八戸市是川縄文館長・歴史楽者　古　舘　光　治　氏　

　　　　　　　　最初、小井田会長と名刺交
　　　　　　　換をしたときにドキッとしま
　　　　　　　した。わたしはおじいさんの
　　　　　　　小井田幸哉先生の晩年に、
　　　　　　　しょっちゅう先生のところに
お邪魔していろいろ八戸の歴史や民俗につい
て勉強させていただきました。あの頃、就職
した孫が…というお話をされていましたが、
実は今まで会ったことがなかったので、これ
だけでも今日の収穫はあったという心境です。
　今日のテーマは世界遺産と八戸にある是川
遺跡についてお話ししたいと思います。まず
是川縄文館キャラクターの“いのるん”を
知っていただきたいと思います。全国に30く
らい縄文に関連するキャラクターがあります
が、そのキャラクターコンテストで₂連覇だ
か₃連覇し殿堂入りになっています。私的に
は“いかずきん”よりかわいいと思っていま
す。ぜひ皆さんも、これからさまざまな形で
縄文を支援するというときに、この“いのる
ん”を使っていただければいいなと思ってい
ます。宜しくお願いします。

　実は北海道・北東北の遺跡では縄文時代の
古い時代から最終末まで一応一通りそろうと
いうふうな条件が揃います。ある意味、縄文
時代の日本列島は北東北から関東・中越く
らいまで日本列島の北側の方が主体の時代
だったと考えていただければと思います。も
う１つは縄文時代そのものは15,000年前か
ら2,300年前までとなっているので、その間
12,000～13,000年くらいの時間、10,000年以
上の１つの文化、１つの時代ととらえるのは
どういうふうに考えればいいのかは非常に難
しい問題です。われわれは西暦で習っている
のは2,000年しかありませんが、その₅倍の
時間。日本列島にその時にどれくらいの人口
がいたのか。確定的なのはだいたい20数万人
くらい。要するに今の八戸市民ちょっとくら
いが全国に散らばっていた。そういうふうに
人口が少ない時代に10,000年も続くのはどう
いうふうなことなのか。いわゆる持続可能な
社会を考えるうえでのヒントがここに隠され
ているのではないか、などさまざま言われる
ことになります。
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　世界の四大文明を含めた先史時代では農耕
や牧畜が行われていますが、日本列島では狩
猟採集で暮らしていて、農耕牧畜が行われて
いないという部分で、かなり世界的にも珍し
い文化である。そのことについては評価をい
ただいています。
　世界遺産になった縄文の価値は農耕牧畜で
はなく、“狩猟・採集・漁労”だけで生活を
成り立たせていた。先ほど高谷さんのお話し
にもあった平和な時代という部分に関連して
いうと、要するに狩猟採集漁労の生活は非常
に大量に食べ物が取れるようなものではない。
分け合わないと暮らしていけない部分が多々
あったのだろうと思います。そういう中でそ
れまでは狩猟採集は移動して歩く生活だと思
われていた部分がそうではない。定住して住
居を建てて暮らしている。そういうことを
10,000年にわたって継続したことが１つの特
徴になるというふうに思います。これが世界
遺産として選ばれた大きな要素になるかと思
います。
　話しは八戸の是川遺跡で具体的に説明しま
す。是川を上空から撮った写真です。画面の
上は太平洋です。真ん中に新井田川、川の左
側は是川遺跡です。国宝合唱土偶の出た風張
遺跡は川の右側、是川団地の上側です。是川
と上流の島守は縄文遺跡が非常にたくさん
揃っています。是川は川の近くにあったので、
例えば漁労でいうと、秋になって鮭を獲って、
保存してということは当然あったんだろうと
考えられます。
　是川遺跡に“是川石器時代遺跡”とあるの
は文化庁文化財保護法における指定の名前で
す。正式名称です。昭和30年代くらいはこう
いう縄文あたりの時代に石器時代とつける名
前が流行っていました。同じ17遺跡の中では
つがる市の亀ヶ岡遺跡も“亀ヶ岡石器時代遺
跡”という名前になっています。是川遺跡は
中居遺跡、一王子遺跡、堀田遺跡の₃つを総
称して“是川石器時代遺跡”と呼んでいます。
風張遺跡は川向こうです。古い順番言うと一
王子が一番古く、次に堀田遺跡、風張遺跡、
中居遺跡です。是川遺跡と是川中居遺跡と川

向うの風張遺跡の関係性については、風張の
人たちが中居に移ってきたのではないかとい
う考え方を述べている方もいます。是川遺跡
を考える上では当然風張も見落としてならな
い遺跡だろうと考えられています。
　是川遺跡は新井田川左岸のかなりの部分で
す。一王子は緑色の部分、赤い部分は縄文時
代最後の中居遺跡です。ちょっと離れた堀田
遺跡は縄文時代中期から後期の遺跡です。
年代でいうとだいたい6,000年くらい前から
2,300年くらい前までです。例えば一王子遺
跡は発掘調査はそれほど広くはやっていませ
んが、一王子遺跡は1,000年くらい続いたの
ではないかと言われています。１つの集落が
1,000年続くというのは今のわれわれの感覚
の中ではなかなか信じられない部分がありま
す。三内丸山などは1,500年続いたという言
い方をします。
　是川中居遺跡に関しては泉山岩次郎さん、
泉山斐次郎さん兄弟、兄弟と呼んでいますが
実は二人とも泉山家の娘さんの婿ですので、
直接の血のつながりはありません。岩次郎さ
んは泉山財閥と呼ばれた泉山商店・泉山銀行
を仕切った経済人です。斐次郎さんは是川
の現地で一生懸命発掘をされた方です。是
川遺跡は去年発掘100周年でした。大正₉年
（1920年）のことです。国内の遺跡の中でも
民間の人が発掘して100年経ちましたという
と他にないと思います。大学の先生方はあ
るでしょうが。一番の功績は中居遺跡から
5,000点が出てきますが、それを大学に先生
に貸しはするのですが、全部それを回収して
います。要するに是川から散逸させなかった。
結局それを昭和36年に八戸市に寄贈して、
その中から633点が重要文化財指定を受けま
す。それが現在の八戸市の縄文のベースに
なっています。そういう意味で非常に大事に
しなければならない方々だと思っています。
　縄文時代の中で中居遺跡で特に有名なのは
籠に漆をかけたもの、土器に漆をかけたもの
です。漆は現在の漆から比べてかなりの部分
の技術は縄文時代には確立しています。ヨー
ロッパに行くとチャイナは陶器、ジャパンは



漆器です。日本を代表する工芸が漆で、その
スタートは縄文人が作っていました。どうし
てこうした漆が残るのか。実は中居遺跡の発
掘調査をすると水がたっぷり含まれた湿地の
中にあります。漆器や木で作られたものが
残っています。普通の遺跡では木は残りませ
ん。水に浸った状態なので残っています。水
の中に漆器や木のものが入れられているとい
うことに何らかの意味があるだろうというこ
とで、これも研究対象になっています。是川
遺跡はたまたま湿地そのものが残されていま
す。
　是川の土器を亀ヶ岡式といいます。これは
つがる市の亀ヶ岡から始まったものです。あ
そこは江戸時代から有名だったので、どんど
ん土器が散逸しています。ところが是川の場
合は泉山兄弟が守ってくれたので全部残って
います。ですから縄文時代の最晩期の東北を
代表する亀ヶ岡式文化を見たかったら是川遺
跡に来いと言われています。
　風張遺跡の国宝の合掌土偶はどなたもご存
じだと思いますが、わたしらが“頬杖土偶”
と呼んでいる土偶は下半身がありません。風
張遺跡は調査される前は長いも畑でした。下
半身を長いもをとる機械に壊されたと言われ
ています。これは国宝の土偶と同じ時期で、
もし全体が残っていれば国宝になる条件が
揃っています。それもあってわたしらは“残
念土偶”とも呼んでいます。けっこうかわい
い表情をしています。展示室にも展示してい
ますので、みていただきたい。
　土器の模様が市松模様になっていますので、
ぜひ現地で見ていただきたいです。今オリン
ピック・パラリンピックで使っている市松模
様は、市松模様は江戸時代の呼び方でいわゆ
るチェック柄は世界中にあります。縄文時代
のチェック柄は確かに是川の風張遺跡の時に
あったので。わたしは最古の市松模様とＰＲ
しています。
　是川縄文館に親しんでいただきたいと思っ
ています。東北の中でも縄文に特化してこれ

だけの内容をもった施設はそんなにないと思
います。仙台辺りから来る方々も中を見て
ちょっと驚いています。わたしが縄文館時代
に一番言われたのが、三内丸山を見てから八
戸に来るのですが、三内丸山よりすごいん
じゃないと言います。当たり前だよ、こっち
のほうが全部揃っているんだよといつも言い
返していました。それだけのものがこの施設
の中にあります。ぜひ皆さんも気持ちを切り
替え、リラックスするのにはこういう土器や土
偶を見つけていると意外とリラックスできま
すので、ぜひご活用いただければと思います。
　世界遺産になった縄文遺跡、特に是川遺跡
をこれからも皆さん様々にご支援のほどよろ
しくお願いします。

正部家副幹事：父、種康も是川のほうが三内
よりすごいということはしょっちゅう言って
いました。今思い出しながら聞いていました。
石橋敏文さん：亡くなられた正部家先生が口
癖のように言っていたことがあったんです。
あそこを掘って欲しいという場所がある。何
が出てくるかわからないけれど、何回もその
話を聞いて、わたしの頭に残っています。是
川遺跡と堀田遺跡の間くらいです。正部家さ
んはあそこを掘ってみたいな、というのが口
癖でした。
古舘さん：実は新井田川を中心とした是川に
は、川に沿った形でたくさん遺跡があります。
そのほとんどが縄文です。実は道路を作った
り、大きな建物を建てるときに必ず発掘調査
をしています。八戸は一番そういうことを一
生懸命やってきました。縄文デルタもたくさ
んあるし、いろんなことがわかってきていま
す。是川の縄文についてはこれからもさまざ
まにいくし、一王子は後₆、₇年すると史跡
公園として整備されます。そういう部分も含
めて、これからもぜひ是川を、是川はむしろ
これからの場所です。過去の場所でなくて未
来の場所です。ぜひ皆さんもその辺を期待し
ながら応援していただければと思います。

― ₄ ―

【お断り】新型コロナウイルス感染の収束の見通しが立たない現状を考慮し、出席報告は当面の間、掲載を見送ります。


