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東林跡遺跡（現五中）の発掘風景

◇◇ 第 19 回ミニ展示 ◇◇◇◇◇◇◇

地区の歴史と文化財⑦ -初 富- 〈前期〉
～初富地区の埋蔵文化財：鎌ケ谷の歴史の始まり～
郷土資料館では、市内７地区の歴史と文化財を紹介するシリーズの最終回と
して、市中央部の台地上に位置する初富地区（初富・北初富・南初富・東初富
う きょうづ か

・初富本町・中央・右 京 塚・富岡・くぬぎ山・新鎌ケ谷などが相当）を取り
上げます。前期は７月２１日（土）から９月３０日（日）までの間、出土した
埋蔵文化財を展示します。

初公開の遺物も展示

したもので、このたび千葉県より鎌ケ谷市へと
ご

はやし あと

遺物が譲与されたため、はじめての公開となり

今回紹介する遺跡は、林 跡№１～４遺跡、五
ほ んま つ

ひがしはやしあと

むかい やま

ます。

本松№１・３遺跡、 東林跡 遺跡、 向 山№１遺
跡などです。このうち、林跡・五本松の両遺跡

林跡遺跡と五本松遺跡、それに第五中学校の

は、主として現在の新鎌ケ谷地区区画整理事業

建設に先立ち市教育委員会で発掘した東林跡遺

にともない、千葉県文化財センターが発掘調査

<２ページにつづく>
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跡からは、旧石器時代の遺物が多数出土しまし

器片（林跡№１遺跡出土）、前期（五本松№１

た。最も古い石器は、今から２９，０００年前

遺跡出土）・後期（向山№１遺跡出土）の土器、

～２８，
０００年前のものと推定されています。

古代の土師器や鉄製品（林跡№３遺跡出土）な

そうき

は

さっき

じ

き

ナイフ形石器やスクレイパー（掻器・削器）、

ど、興味がつきない埋蔵文化財の数々を遺構写

ハンマー、ドリルといった製品、石器の素材と

真パネルとともに展示します。

はくへん

せきかく

なる剥片や石核など、鎌ケ谷の歴史の始まりを

ギャラリートークも開催

知る貴重な旧石器をご覧にいれます。近年、沖
縄県などで旧石器時代の人骨が発見され、話題

展示期間中、７月２４日（火）、８月２３日

となっていますが、同じ時代に鎌ケ谷の地にも

（木）、９月１９日（水）の午後１時３０分～

すでに私たちの祖先の人たちが生活をしていた

２時３０分に、

ことを知ることができます。

担当学芸員によ
そうそうき

また、旧石器時代に続く縄文時代草創期の土

るギャラリー・
トークを行いま
す。
現在、多くの
人が住み、行き

説明を聞くと理解がより深まる

交う新鎌ケ谷地区の土の中に埋もれていた歴史
を学ぶことができます。ぜひ、たくさんの方の
ご観覧をお待ちしています。
お問い合わせは、郷土資料館☎４４５－１０
３０（ＦＡＸ：４４３－４５０２）へどうぞ。
切断壺（きりつぼ）型土器<縄文後期>

郷土資料館この一品③

鎌ケ谷に人が住みはじめたころ
鎌ケ谷市内で見つかっている最も古い遺跡
ひがしはやしあと

は 東林跡 遺跡です。発掘調査により、旧石
器時代の人々が暮らした跡が発見されました。
遺物などが残されていた地層の深さや石器の
様子を観察した結果、約２万８～９千年前の

東林跡遺跡から出土した石器

遺跡と推定されています。遺跡があった場所
は、現在第五中学校の敷地となっています。

器のほかに、石器を作るときに飛び散ったり、

旧石器時代の生活では、主に石で作った石

石器にならなかった石の破片（剥片・チップ）

はくへん

も発見されています。これら石の破片をつな

器と呼ばれる道具が使われており、東林跡遺
やり

跡でも槍の先などに使った「ナイフ型石器」

ぎ合わせることで、石が割り取られた様子の

や、木を削ったりするために使われた「スク

一部を観察できる資料もあります。
これらの遺物は郷土資料館入り口右側に展

レイパー」など、いろいろな機能を持ったと
推定される石器が発見されています。また石

示していますので、ぜひ実物をご覧ください。
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～夏休み子ども教室を開催～
小・中学生の皆さん、待ちに待った夏休みまであ
と少し。でも、
「夏休みの自由研究は何にしようか
な？」と今から心配している皆さんも多いはず。郷
土資料館では、そんな皆さんにピッタリの『夏休み
子ども教室』を開催します。もちろん自由研究にも
最適です。ぜひこの夏は、郷土資料館で充実した夏
休みをお過ごしください。
「まが玉」と「あんぎんコースター」

ろう石を紙やすりで削って、大昔の人が身

日時 ８月２５日（土）午前１０時～正午

に着けていたアクセサリー「まが玉」を作り

場所 図書館３階集会室

ます。

費用 無料

対象 小学生（保護者同伴可）

定員 １５名（7/15 から受付・申込先着順）

日時 ８月１２日（日）午前１０時～正午

申し込み 郷土資料館☎４４５－１０３０
ＦＡＸ：４４３－４５０２

場所 図書館３階集会室
費用 ２００円（材料費）
定員 ３５名（7/15 から受付・申込先着順）
服装 汚れてもよい服装で

郷土資料館には、昔

申し込み 郷土資料館☎４４５－１０３０

の道具がたくさん展示

ＦＡＸ：４４３－４５０２

してあります。たとえ
とうみ

ば「唐箕」や「三角定
規」など稲作で使って
いた道具、そして「蓄
音機」や「黒電話」な
ど。この教室では、普
段はふれることのでき

実際に背負って体験

ないこれらの道具を実際にさわったり、使った
りすることができます。
対象 小・中学生

苦労して作った「まが玉」は自分だけの宝物

日時 ８月１８日（土）午前１０時～正午
場所 郷土資料館
費用 無料

大昔の人は「あんぎん編み」で布を編み、衣

定員 ２０名（7/15 から受付・申込先着順）

服などを作っていました。この教室では、大昔

申し込み 郷土資料館☎４４５－１０３０

の人と同じ方法でコースターを作ります。

ＦＡＸ：４４３－４５０２

対象 小学生（保護者同伴可）
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郷土資料館のウラ側ってどんなふうになって
いるんだろう？この教室では、普段見ることが
できない収蔵室や作業スペースなどのウラ側を
学芸員がご案内します。
対象 小学３年生～中学生
日時 ①７月２７日（金）②８月２９日（水）
午前１０時～１１時３０分
昭和歌謡に耳を傾けながら昭和の歴史を振り返る

場所 郷土資料館
費用 無料

の企画を用意しました。お誘い合わせのうえ、

※申し込みは必要ありません。当日、会場にお

ぜひご来館ください。
◇この逸品～学芸員が語る郷土資料館の展示・

越しください。

収集資料～

問い合わせ 郷土資料館☎４４５－１０３０

〈期日・内容〉

ＦＡＸ：４４３－４５０２

・７月２７日（金）
：中沢貝塚と根郷貝塚出土
の縄文時代遺物
・８月１０日（金）
：板碑・陶器・古銭～市内

鎌ケ谷市内の遺跡やそこから発掘された遺物

出土の中世遺物～

などについて、学芸員がじっくり解説します。

・８月２４日（金）
：初富開墾に関わる歴史資

君も鎌ケ谷の考古学博士をめざそう！

料

対象 小・中学生

・８月３１日（金）
：明治時代の鎌ケ谷村公文

日時 ①７月３１日（火）②８月２２日（水）

書

午前１０時～１１時
場所 郷土資料館

◇昭和の歴史とレコードで聞く昭和歌謡

費用 無料

〈期日・内容〉

※申し込みは必要ありません。当日、会場にお

・７月２５日（水）
：戦前

越しください。
問い合わせ 郷土資料館☎４４５－１０３０

・８月 ２日（木）
：昭和２０年代
・８月１５日（水）
：昭和３０年代
・８月２９日（水）
：昭和４０年代

ＦＡＸ：４４３－４５０２

・９月 ５日（水）
：昭和５０年代

2018 クールシェア企画

※申し込みは不要です。なお、事情により内
容を変更する場合があります。

～暑い夏は郷土資料館へ行こう～

時間 いずれも午後１時３０分～３時

暑い夏の日、一人１台のエアコン使用をやめ

場所 郷土資料館１階常設展示室

て涼しい場所に集まり、楽しく快適に過ごす取

問い合わせ 郷土資料館☎４４５－１０３０

り組みとして、全国的に広がりつつあるクール

ＦＡＸ４４３－４５０２

シェア。郷土資料館では、この一環として２つ
鎌ケ谷市郷土資料館だより 第４４号 平成３０年７月１日発行

編集・発行：鎌ケ谷市郷土資料館

住所：〒273-0124 鎌ケ谷市中央 1-8-31 Tel：047-445-1030 Fax：047-443-4502
メール：kyodo@city.kamagaya.chiba.jp
ウェブサイト：http://www2.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/kyoudo_2/index.html
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