
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夏休み恒例のドリームバスツアーが、８／３（土）

から 5 日（月）の 2 泊 3 日で実施され、33 名（小

学生 24 名、中学生 9 名）の子ども達と 9 名の指導

者のもと体験交流

が実施されました。 

初日は、江別市

の北翔大学での大

学生体験、今回は

大学祭のプログラ

ムで学生ボランテ

ィアの皆さんと交

流や実際の大学祭を体感、大学生気分を味わいました。 

北海道立図書館では、「図書館の秘密を探る〈建物の

秘密〉」と題し、今

金町の子ども達の

ための特別なプロ

グラムで本の楽し

さや収蔵施設の大

きさを学習しまし

た。翌日は、前教

育委員長の柴谷澄

子さんとのご縁で

今回はじめて介護付き有料老人ホーム「光ハイツヴェ

ラス琴似」での介護学習や実際の老人ホーム視察、利

用者のみなさんと

の交流を通じ、思

いやりの心や老人

ホームで働く人た

ちの仕事について

学びました。  

夕方からは、各

班ごとの自由研修

で、自分達で地下鉄に乗ったり、食事をしたりという

都会探検をしました。最終日は、帰路を利用しての「ル

スツリゾート」での自由研修で遊園地を満喫しました。 

今年も、この事業を実施するにあたり、北翔大学の

浅尾学科長をはじめとする関係者皆さま、道立図書館

の阿部館長をはじめとする職員の皆様、光ハイツヴェ

ラス琴似の高橋支配人をはじめとする職員の皆様に心

から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 
昨年の 10 月から私が聞き手としてスタートした諸先

輩のそれぞれのこれまでの人生体験やご苦労をＤＶＤに

収録し、後生への貴重な資料として残す事業も多くの皆

さんのご協力で順調な船出をし、先月までに 14 名の皆

さんの収録を終え、町民センター図書室等で視聴や貸出

を行っています。 

この取り組みのきっかけとなったのは、第 1 回目の出

演者でもあります大倉文子さん（90 歳）が、教育長室

を訪問頂いたときに樺太時

代の苦労話や北海道、今金

町に引き上げてこられた話

などをお茶のみ話でお聞き

したときでした。とても興

味深く、貴重なお話で、「こ

の貴重なお話は残さないと

伝わっていかない」そして、

「たくさんの諸先輩はそれぞれに沢山の経験をしている

にちがいない。残していきたい。」と強く思ったことがき

っかけでした。 

この事業は、私にとっては教育長を拝命して 10 年の

節目の恩返しの思いでもあり、幸いにして社会教育主事

時代に培った多くの出会いや経験を基に打ち合わせなし、

台本なしのインタビュー形式で収録を重ねています。こ

のぶっつけ本番形式が見事に出演いただく方々の自然な

雰囲気での収録には欠かせない要素になっています。 

嬉しいことに、個人への貸出は勿論ですが、高齢者施

設で憩いの場として集団で視聴頂

いたり、この企画を知った他管内

の町から参考にしたいとの問い合

わせや完成しているＤＶＤを貸し

出してほしい、との依頼も頂いて

おります。収録後に完成したＤＶ

Ｄを視て何故か涙がこみ上げてくることもしばしばです。

月にお一人の収録ペースで一期一会の気持ちを忘れずに

今後も恩返しの収録を自然体で続けたいと思います。 

 

〈これまでにご出演いただいたみなさんです。〉 

１  大倉文子さん 90 歳 「樺太への想い」 

２  小池重徳さん 88 歳 「日進開拓に想う」 

３  柴谷澄子さん ８１歳 「福祉をみつめて」 

４  村上靜枝さん ９０歳 「和紙人形と私」 

５  高橋政子さん 85 歳 「若き頃の思い出」 

６  川島紀邦さん 71 歳 「役場の若き時代」 

７  高木正行さん 75 歳 「人生出会いに感謝」 

８  平原フサさん 93 歳 「東京大空襲と疎開」 

９  中野三郎さん 82 歳 「若き日の思い」 

10  渡辺二郎さん 86 歳 「広島原爆投下の体験」 

11  村本光夫さん 87 歳 「我が人生に思う」 

12  星加晴江さん 94 歳 「人生は学びと挑戦」 

13  阿知波公子さん８3 歳「出会いこそ私の人生」 

14  宮越一夫さん  77 歳 「頑固親父と山村留学」 
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仲間と過ごす夏休み限定の旅 

 ドリームバスツアー２０１３ 
～この夏最高の思い出が子ども達に～ 

今金回想 ～シリーズ「人」～ 

 映像と思い出が奏でる 

人生メロディー  所感：中島教育長 

浅尾学科長の歓迎のご挨拶 

阿部館長の歓迎のご挨拶 

光ハイツ利用者の皆さんとの交流 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ピリカ旧石器文化館 開館１０周年に想う  

～美利河ほか文化財関係のあゆみから～」  

 ピリカ旧石器文化館 開館１０周年記念事業 

 ～ 第１弾 ７月２８日開催 ピリカ遺跡まつりと

元町教委学芸員で道教育大学岩見沢校 能條 歩教授

のピリカカイギュウに関する講話ほか、第２弾 ９月

７日開催「美利河の文化財その魅力を語る」と題して

ピリカ遺跡発掘から遺跡整備等に深く関わりご指導頂

いた国学院大学名誉教授 小林達雄氏と北海道教育庁

文化財・博物館課長 長沼 孝氏お二方の講演会と町

民センターロビー展は、成功だったとうれしく思って

居ります。参加された皆さん、主催された実行委員会

の皆さん、関係者の皆さんおつかれ様でした。 

私は遺跡の発掘等への関わりはありませんでした。

昭和５９年からの「今金町における社会教育施設の在

り方について」町社会教育委員会への諮問の審議と、

この諮問への答申を経て設立された今金町博物館建設

構想委員会、今金町博物館建設準備委員会の両委員会

に社会教育委員として遺跡や化石の事など解らないな

がらも関わりました。昭和５０年代からの今金町の文

化財の関係についてたどってみたいと思います。 

昭和４８年開設した町民センターの一室に明治開拓

期以降の農機具や生活用具等が収納展示されていまし

た。昭和５５年～美利河ダム建設に伴い郷土資料館設

置を目途に民俗資料鉱山関係資料等収集、砂金採掘跡

調査。昭和５８～５９年美利河Ⅰ遺跡発掘調査。 

昭和５８年７月ピリカ海牛発見、５９年５月連休、発

掘。道教育大岩見沢校の助言指導、町内外の教師、学

生生徒、町民有志多数の熱意行動力と町の支援により、

４日間のべ２６３名、軟弱な化石で大変な苦労でした。

昭和５９年～平成５年ピリカカイギュウ復元作業（美

利河海牛化石調査研究会と道教育大岩見沢校） 

昭和５９年４月 町教委より町社会教育委員会へ「町

社会教育施設の在り方について」諮問 審議。 

昭和６３年３月 町教委諮問について最終答申 

①文化センター複合施設を市街地に②博物館を美利河

に 平成元年～博物館建設構想委員会設置 平成５年

～博物館建設準備委員会設置（平成６年３月には「石、

ヒト、川」を中心テーマに「石と化石はかたる」「石器

を作り使った人々」「川の流れとヒトの歩み」古代から

の地層や自然現象、旧石器時代の環境や生活、流域の

自然動植物、鉱業林業農業の進展と人の歩み等を展示

する基本計画が出来上がりました）平成６年より専門

の先生方による史跡整備委員会も設置され平成７年に

は美利河遺跡整備の全体計画が出来上がりました。平成

８年地域経済の停滞、町財政事情等の考慮の結果、残念

ながら計画見直し。文化センターと併設で市街地に平成

１２年建設との話もありましたが、文化センターの建設

もなくなりました。その後平成１５年ピリカ旧石器文化

館開設、美利河遺跡出土品展示。平成１８年文化財保管

活用庫建設となり、町民センターの収蔵品（H,9 年教委

移管）美利河の収集品等は平成 5 年住吉小へ、同１０年

中里小を経て美利河の地に収まりました。ピリカカイギ

ュウは多くの人の熱意と根気強い復元作業によりレプリ

カが作られ、平成１０年より中里小、次に花石生産セン

ターと展示され現在は美利河の地に戻り保管活用庫で、

窮屈な思いでいると思います。背景パネルなども揃え

広々としたところで泳がせたいものです。平成８年より

１１年間、民間有志の方の宿泊施設を利用して国学院大

学の学生による美利河遺跡の発掘もありました。 

 この度のピリカ旧石器文化館開設１０周年記念事業で

講話、講演をいただいた３名の先生方のお話、大変印象

深いものでした。共通して「美利河の遺跡は非常に価値

あるもの」と力説され、能條先生は「町民有志大勢の情

熱、行動力と町行政の支援でピリカカイギュウは発掘復

元が成された」、小林先生は縄文時代を熱く語られ、「自

然と共感共鳴し、共存共生してきた１万年余の縄文人が

日本、日本人の土台である」、長沼先生は「遺跡は、人を

呼ぶ、人をつなぐ、世代をつなぐ」と話されました。 

ピリカ旧石器文化館開設１０周年の今年を「ピリカ遺

跡」を有する私たち今金町民は、一人一人が、行政が、

様々な団体が、広く町内外に向けて「ピリカ遺跡」の価

値を認識し、発信する再スタートの年としましょう。 

今月は、田中教育委員です。 

 

能條教授（教育大岩見沢校）

講話「美利河海牛の世界」 

「旧石器から縄文へ」 

國學院大學名誉教授 

 小林 達雄 氏 

「美利河遺跡の発掘」 

道教委文化財・博物館 

課長 長沼 孝氏 

ピリカ旧石器文化館 

 開館１０周年記念事業 

美利河の文化財 

 その魅力を語る 

町民センターロビー展 
■「こんなに出る!ピリカ遺跡の発掘 

■「北海道・北東北の縄文遺跡を 

世界遺産に」 

■「道南の博物館めぐり」 


