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会員募集中！「ピリカ遺跡ボランティアの会」へのおさそい 
  

私たち今金町民が誇る歴史遺産「ピリカ遺
跡」でボランティア活動をしてみませんか？ 
主な会員活動は右のとおり。遺跡の案内施

設「ピリカ旧石器文化館」を拠点に、それぞ
れの興味に合わせ楽しく活動しています。 
町のＰＲに役立ちたいという方はもちろ

ん、「歴史はどうも苦手」という方も大歓迎
です。 
まずは、お気軽にピリカ旧石器文化館へお

たずねください。 
※12月～３月は休館しています。この期間は教育委員会
へおたずねください（Tel.0137-82-3488）。 

※ホームページもご覧ください。ピリカ遺跡 で検索！ 

 

・・・・・・・・・・↓ 会員エッセー集 ↓・・・・・・・・・・・ 
 

伊達市縄文まつりの収穫 
宗 像 久 子 

 

 白、ピンク、赤・・・文化館前のコスモ
スの花はいつもお客様にひと時の安らぎを
与えてくれます。 
 日ごろ私たちの会で何か新しいことはで
きないかと思っていて、参考に他町のお祭
りでも見てこようと、軽い気持ちで伊達市
の「北黄金縄文まつり」に森田さんと２人
で行ってきました。８月 28 日のことです。 
 現地に着くと、よくこちらに体験に来て
下さっている、伊達市のボランティアの小
倉定一さんに会い、大変喜んでくれました。
そこからは小倉さんの案内でいろいろ見せ
ていただきました。 
 施設では勾玉のストラップや黒曜石のペ
ンダント、鹿角のストラップなどが売られ
ていて、いくつか参考に買いました。勾玉
は自然の植物と果実の汁で染められており、
滑石に染まるとは驚きでした。染色専門の
ボランティアの方がいて、桑の実とサクラ
ンボで３ヶ月ほど漬けたとのこと。  
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～ 主 な 活 動 ～ 
 

○ピリカ遺跡ＰＲ活動 

 宣伝活動、会誌発行、施設の案内
などＰＲ全般 

○文化館運営のアシスタント 

 勾玉、革細工等ものづくり体験や
火おこし体験のお手伝い、「ピリカ
遺跡まつり」のイベント運営等 

○視察・研修活動 

 町外視察や講習会への参加、発掘
調査現場の見学会参加など 

○環境の美化活動 

 ピリカ遺跡周辺の花植え・草取り 

「だて噴火湾縄文まつり」チラシ（2011 年 8 月 28 日開催） 



祭りの本会場では、さすが伊達市ですね、
大勢のボランティアスタッフがいました。
もう少し見学する予定でしたが、その日は
とても暑く、日陰で休むところもなかった
ので、お昼をとって早々に帰ってきました。 
早速、勾玉の染色用にこの時季どんな実

や花があるか考えてみましたが、小さい実
をたくさん取って染めるのは大変なことで
す。今年は無理かと諦めかけたその時、目
の前の赤いコスモスの花が見え、これだ！
となりました。 
試しに染めてみると淡いピンク色がつく

ので、その後いろいろ試してみると、コス

モスの花は 20 日できれいに染まることが
わかりました。今はマリーゴールドやコー
ヒー、シソの汁、プルーンの実等で試して
います。コスモスも９月頃の花はきれいに
色が出ますが、寒くなると色がつきにくい
こともわかりました。 
文化館の販売コーナーに今回染めた勾玉

を出しますと、何とすぐに完売！ 年に１回
しか作れないというのが魅力のようです。
これからはピリカの自然にある優しい色を
見つけて楽しんでいきたいと思います。皆
さんも、すてきな色がありましたら、教え
て下さい！ 

 
 

魅力満載！ ピリカ遺跡まつり 
馬 場 博 人 

 

2011 年７月 31 日に開かれた「ピリカ遺
跡まつり」は、小樽に住む私にとって久々
のボランティア参加となりました。 
朝、会場に着くといつものように美利河

の人たちから元気に声をかけてくれて、長
距離ドライブの疲れも消えてしまいました。 
私の担当は弓を射る体験コーナーです。

家族づれのお客さまがほとんどで、子ども
は当然ですが、親の世代でも弓を触ったこ
とがない人たちばかり。体験してみると面
白いのがわかったのか、何度も体験しに来
る方も多くいました。 
火おこし体験も大変盛況で、担当の小田 

島さんは忙しい思いをしたようです。 
私は、日常生活の中では体験できないこ

のような機会はとても貴重なものと思って
います。このピリカ遺跡まつりを通して、 

 
 
このような体験コーナーをもっと充実し

たものにしたいですね。関わったボランテ
ィアの人たちと一緒に知恵を出し合って、
祭りに来てくれた人たちに喜んでもられる
ようなものにしましょう！ 
最後に、今回は気球に乗ることができま

した。私にとって大変面白い経験になった
ことは言うまでもありません。                           

 
 

子どもたちの笑顔を見て 
小田島 輝 志 

 

私のボランティア活動ももう早いもので
４年目を迎えます。 
子どもたちと接するのは、ピリカ旧石器

文化館でのいわゆる古代人の生活を知るた
めの体験学習の場面です。勾玉づくりや火
おこし、石器づくり、弓矢の射的など、い
ろいろと運営の補助をしていますが、その
中で私の専門分野は火おこしです。道具の

調整や修理から、最近は子どもたちへの体
験指導も頼まれるようになってきました。 
火おこしのキャリアも４年程たちますが、

発火の成功率はなかなか上がらず、いまだ
３割程度です。外でやる場合は風と湿気の
要因、室内の場合は道具の不備や体調不良
等々、火がつかない理屈を勝手に並べてい
ます。子どもたちを前にして 100％の成功
というのはやはり夢物語です。逆に、火お
こしは古代人にとって重要な仕事なのであ
り、大変苦労したことをわかってもらえた

「ピリカ遺跡まつり」弓矢体験の様子（右端が筆者） 



ら、と私なりに解釈しています。 
文化館では子どもたちの笑顔をよく見か

けます。勾玉づくりでは、約１時間余りの
作業で完成した時のにっこり顔。石器づく
りでは、黒曜石を鹿角で懸命にたたいて挑
戦し、思い通りの形ができた時の満足顔。
弓矢が標的に当たった瞬間の万歳の姿。こ
んな子どもたちの達成感や満足感を見た時
が、私自身も同時に満足感を味わえる時で
もあります。親子づれの場合は、子どもの
成功（完成）が同時に親の喜びでもあり、
親子の絆が深ま
る場面でもある
と感じます。 
この夏休みに

あった文化館主
催のサバイバル
体験事業（右写
真）は、自分で
苦労して釣った
川魚を自分で起
こした火で焼い
て食べるという
一連の内容で、 
こんな貴重な体 

験はないでしょう。子どもたちが失敗を重
ね、助け合って問題を切り抜けていく姿は、
たった一日でも成長が感じられ、携わった
私たちも良い思い出になりました。 
先日、教育委員会の会議に出席する機会

に恵まれ、その中で頂いた資料で目に付い
たのが、脳科学者が提言する「ＨＱ（人間
性知性）を高める８つのポイント」という
もの※。いくつか紹介しますと、「子どもた
ちに夢や目標を持たせる」、「直接体験、原
体験（本物にふれる）」、「達成感を味わう成
功体験」、「野外キャンプ（ガスや電気を使
わずに火をおこす、ご飯を炊く、合理化や
効率化によって失った創意工夫することを
試みる）」、などが記されていました。 
これらは、私たちピリカ遺跡ボランティ

アが携わっていることとまさに同じではな
いでしょうか。 
私たちのボランティア活動が、子どもた

ちの健やかな成長に少しでも手助けになれ
ば、これに勝る喜びはありません。 
 

※高橋史朗「学校を親学の拠点に！～発達障害は
予防・改善できる～」今金っ子育成プロジェク
トチーム会議資料（2011 年 9月開催） 

大学院生が残してくれたもの 
蓑 島 ア イ 

 

 今年の夏休み、東京から大学院生が研究
のため２週間、この美利河に滞在しました。
濱口さんとおっしゃり、首都大学東京の大
学院生とのこと。 
これまでも石器の見学に多くの学生が来

ましたが、濱口さんの場合は近くの教員住
宅を借りて割と長期でしたので、いろいろ
お話もできました。 

話によると、石器の一種「広
ひろ

郷
さと

型細石刃
核」というものを調べていて、修士論文を
書くのにピリカ遺跡出土の資料がとても重
要だということでした。様子を見ていると、
ルーペで細かく石器を見たり、スケッチし
たり、定規で測ったりと、忙しそうでした。
やはり研究者、うちの学芸員さんと何だか
似た雰囲気を感じました。 

 
 
それはともかく、わざわざ遠くから毎年

のように何人も学生が見学に来るピリカ遺
跡の出土品というのは、やはり学術的な価
値が高いことを感じさせられます。 
せっかくの機会なので、濱口さんの研究

内容を地域で発表してもらおうと、宮本さ
んが調整して日程が決まりした。それが何
と、美利河小学校の「自由研究発表会」に

美利河小「自由研究発表会」で発表する濱口さん 

（2011 年 8 月 25 日） 

「古代人の生活を体験しよう！」 

の様子（2011 年 8 月 12 日） 



合わせ、児童に続いて濱口さんが発表する
というものでした。校長先生の理解があり、
子どもたちにとっても大学院生がどんな研
究をしているのかを知るのは良いことだと
いうことで実現したようです。 
８月 25日朝、美利河小に地域住民とボラ

ンティア会員が集い、発表会が始まりまし
た。子どもたちはみな本当に明るく活発で、
ユニークで楽しい発表に感動しました。 
そして最後に濱口さんの発表です。パソ

コンと電子黒板という学校の最新機器で研
究内容が紹介されました。旧石器時代の環

境の話に始まり、東アジアの中のピリカ遺
跡の位置や、厳しい環境の中で編み出され
た石器づくりの知恵、出土品の特徴などが
説明され、ピリカ遺跡は旧石器時代の人々
の暮らしを知るのにとても大事な遺跡であ
るということがよくわかりました。 
子どもたちは発表中、じっと聞いていま

したが、説明が終わると質問の嵐でずいぶ
ん盛り上がりました。ピリカ遺跡の一番近
くに住む子どもたちに、たくさんの知識と
思い出を残してくれた濱口さん。本当にあ
りがとう。

  

やっと逢えた 中空土偶 
 久保田 幸 子 

 

 

 その日はあいにくの雨模様だったが、バ
スはアメやおやつが飛び交う和やかな雰囲
気のなか函館に向かった。 
 「中空土偶」は、旧南茅部の畑から農婦
の手によって発見されたというニュースを
聞いた時から興味をそそられていた。数千
年の時を越えて、今私達の前にその姿を見
せてくれたその土偶に、私は是非逢いたい
と思っていた。 
 北海道で国宝第 1 号に認定された―それ
もすごい―「中空土偶」はこれを展示する
ため、発掘された地に建てられた新しい縄
文文化交流センターにあった。 
 ほの暗い光の中、土偶は視線を斜め上に
向け、口を少し開けしゃんと立っていた。 
 体はふっくらとして、縄文特有の模様が
描かれ、本当にあどけない子供の姿だ。 
 発見された後、病院のＣＴスキャンなど
で調査され、写真も展示されているが、足
の先から頭のてっぺんまで全部空洞になっ
ていて、その厚さも均一に作られており、
そのうえ柔らかささえ感じる。陶芸を少し
かじっている私は、その巧妙さに驚いてし
まう。どんな人が、どんな土を使ったのか、
どんな道具を使ったのか、どうやって焼い
たのか、今もこのあたりの地中深くこの土
が埋もれているのだろうか。こんな技術が
3300年前に実在したことに思いをめぐらせ、
感動してしまう。 
この感動を誰かに分けてあげたくて、始 

 
 

めたばかりのツイッターに写真とつぶやき
を送信した。フラッシュ禁の写真は、置か
れてある雰囲気が伝わるいい感じに写り、
たまたま見てくれたフォロアーが「これは
すごい」と反応してくれたのもうれしいこ
との一つになった。長い眠りから覚めた土
偶は、地球の裏側まで一瞬にして電波が届
くこの時代を、どう思っているのだろうか。 
人々の暮らしが今日から明日へと連綿と

続き、命が繋がり、今があることの不思議
を想った一日だった。 
こんな素晴らしいものを残してくれた縄

文の人ありがとう。そしてピリカ遺跡ボラ
ンティアの会の皆さん、ステキな一日を本
当にありがとうございました。 
 

※本研修は文化財保護委員へもお声がけし、参加された久
保田委員よりご寄稿頂きました。有難うございました。 
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スタッフの展示解説をきく当会会員（2011 年 12 月 3 日） 


