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加していました。14 日に開催された日韓観光交流拡
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大会議では、韓国観光公社のピョン・チュソク社長
と全国旅行業協会・会長の二階自民党総務会長が「日
韓観光交流拡大宣言」に署名し採択されました。
昨日の夜は、姉妹クラブのナムソルロータリーク
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ラブの OH(オー)会長とお会いし、4 月 17 日～19 日
の台湾五福との 3 クラブ合同例会について概要をお
伺いしてきました。宍倉国際交流委員長にお伝えし
ておきます。詳細は追ってフェイスブックで連絡を
いただけるとのことです。
本日は
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様、加曾利貝塚の卓話を宜

しくお願い致します。 以上です。」
みなさん、こんばんは。

幹

辻会長がお休みなのでメッセージをお伝えします。
「先週の移動例会は職業奉仕活動として日産の追
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浜工場の見学でした。見学の調整をいただきました
加藤委員長、バスを出していただきました高柳 PP、
ご参加いただきました皆様ありがとうございました。
私は一昨日から、日韓国交正常化 50 周年・日韓友
好交流ツアーでソウルに来ています。
２月はロータリークラブの世界理解月間でもあり
ますので、日韓観光交流事業について少しお話しを
させていただきます。日本から韓国を訪れる旅行者
は、円安や日韓関係の悪化の影響で減少し、昨年は

３月９日に第３分区Ａ親睦ボウリング大会が行
われますが、現在のところ参加者が１０名です。
移動例会となっておりますのでボウリングまた

17％減の 228 万人に落ち込んでいます。日韓の観光

は懇親会のみでも結構ですのでご参加お願いし

業界では双方合わせて 500 万人規模の観光交流事業

ます。

を 700 万人に増やす目標を掲げています。

下期会費未納の方は早急にお願いいたします。

今回の交流事業には、日韓の自治体や旅行業者間

４月１７～１９日のナムソル・五福との合同例

で交流促進に向けた相談会なども開催し、日本から

会ですが、１７日にソウルで合同例会、１８日

は、国会議員、国・自治体の方、観光関係団体など

は板門店へ日帰り旅行、１９日は各クラブの希

約 1400 人の観光関係者がソウルに集まりました。熊

望によりアレンジ。となっております。３月上

本からは、くまモン、群馬からはぐんまちゃんも参

旬までに参加者を確定し、リストを提出しなけ
ればなりませんのでよろしくお願いします。
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４．加曽利貝塚の歴史的価値

様

全国の貝塚の 3 割が東京湾東岸（千葉県側）に
集中しているなかで、貝塚の代表！「本邦第一の
貝塚」
5 千年前から 3 千年前の約 2 千年ちかく人が住
み続けたむら。他のどの時代、どの地域にも見ち
れない特別な遺跡。
いろいろな遺跡（集落・宮都・城跡など）の中
で、当時の人々の暮らしの情報が最も内蔵してい

１．昔から知られていた加曽利貝塚（縄文時代中期
から後期・晩期）
明治時代

人類学（日本人のルーツ）研究を目的
に、縄文人骨収集のために注目されて
いた。

大正時代

るのが貝塚、現代に伝わるタイムカプセル！
これまで出土した人骨は 40 体以上、当時の人た
ちを葬る墓地。
縄文人が長い年月をかけて築き上げたモニュメ
ント！

日本考古学の基礎を築いた大山柏（大
山巌、元帥陸軍大将公爵の次男）が貝
塚研究を行う。加曽利貝塚を測量して
貝塚の範囲が 8 字形であることを確認
し、考古学の学会で注目を浴び有名と
なる。

５．博物館から生まれたもの！
全国で行われている縄文土器づくりは加曽利貝
塚博物館の研究から始まっています。昭和 40 年
代後半、陶芸家新井司郎氏による縄文土器づくり
研究の成果が基である。現在は「加曽利貝塚土器
づくり同好会」が活動しています。
博物館友の会はイボキサゴ採りや講演会の開催
など、さまざまな活動を応援していただいていま
す。
解説ボランティアは博物館や野外施設の解説の
他、火おこしなどの体験学習の指導も行って、来
館者の好評を得ています。
7 月 3 日に加曽利貝塚のキャラクター「かそり
－ぬ」が公開され、PR 大使に任命され活躍してい

２．全国初！市民主導の遺跡保存活動
戦後開発による貝塚の危機を県立千葉高等学校
教諭武田宗久先生が署名活動で貝塚を保存に導
いた、貝塚の恩人。
３．教科書にのる縄文時代の遺跡「加曽利貝塚」
縄文時代を代表する貝塚として、昭和 50 年代に
小学校、平成に入ると高校の教科書にのるように

ます。
６．これからの加曽利貝塚
千葉市の貝塚を「人類の遺産」として大切に守
り、後世に伝えて行く。
貝塚では初めての特別史跡を目指し、新たな加
曽利貝塚の時代がはじまります。

何故、加曽利貝塚なのか？
日本各地で貝塚の調査研究が進展する中で、あらた
めて加曽利貝塚の重要性を確認
●全国 2，300 か所の縄文貝塚の 1／3 が千葉県に集
中。
●とくに千葉市域はもっとも貝塚が密集している。
●規模、遺存状態で加曽利貝塚をしのぐ貝塚は新た
に発見されていない。
●約 2000 年間におよぶ貝塚形成は他にない

参考資料

＝一つの貝塚で貝塚形成の変遷を追うことができ

全国の貝塚数

約 3,000

県内の貝塚数

684

市内の貝塚数

126 貝塚の数は千葉市が一番多い。

る国内で唯一の事例

市内国指定史跡 若葉区加曽利貝塚・花輪貝塚・荒
屋敷貝塚
中央区

月ノ木貝塚

花見川区

犢橋貝塚

市内県指定史跡 若葉区

東寺山貝塚

市指定

滑橋貝塚

若葉区

●遺跡保存の象徴的存在
全国的な市民運動、考古学界を挙げての調査・研
究など遺跡保存の理想が実践された。

イメージの転換
新たな縄文文化のイメージ
豊かな自然との共生

総括報告書で目指す加曽利貝塚の価値づけ
●「加曽利貝塚＝縄文文化の象徴」であること
の証明が必須条件

（農耕牧畜＝自然の支配への移行が不要だった）
自然を有効に活用した生活
→現在の日本の豊かな食文化の源流
リサイクル概念の萌芽（資源の再利用）

今までの縄文文化のイメージ
狩猟採集に依存した未開、後進的な文化
（世界各地では農耕牧畜が開始）
自給自足の生産性が低い生活

広域ネットワ…クの展開
貝塚のイメージ

貝塚＝縄文人の残したモニュメント
縄文文化についての
多くの情報が詰まった宝箱

限定的、閉鎖的なネットワーク
千葉県内で実施された

貝塚のイメージ

貝塚＝ゴミ捨て場

調査・分析手法の進展

貝塚調査成果の蓄積

（加曽利貝塚の史跡指定時

（既に消滅してしまっ

はわからなかったことも）

た多くの貝塚）

現在の研究

新しい発掘を

水準で

実施せずとも

加曽利貝塚
の再評価

説明可能

加曽利貝塚の調査成果が示す新たな知見
再整理および博物館が行ってきた調査研究に
よって縄文時代のイメージを転換させることが
できる多くの成果が蓄積されつつある。
土器の分析

他の地域の土器の流入
→頻繁な交流、人・モノの移動

石器の分析

武田（康）会員

遠方の石材産地からの入手

飛田館長、すばらしい歴史のロマン

→列島規模のネットワークの存在
貝類の分析

ありがとうございました。

多量のイボキサゴの採取
→食生活に関する新知見

獣骨の分析

専門家による詳細な分析
→狩猟・解体・調理法の解明

魚骨の分析

種別構成・サイズの分析
→漁法、漁場の解明

植物の分析

鳴海会員
移動例会、大変勉強になりました。

炭化クリのサイズ分析
→栽培の可能性の解明

人骨の分析

専門家による詳細な分析
→縄文人像、埋葬方法の解明

計 1３，０００円

炭素窒素同位体分析
→縄文人の食生活の復元

累計

５６６，０００円

総括報告書の刊行
ホームページ等での周知
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