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この五 に思わぬ話がとんとん拍 に実つて、茨
城 学の筬 教搜が率いる 中運合唐靖陵潰丘測量
謂査団の顧間ということで、尻 に乗せてもらい、
中国入りをした。今回の中寓 きの思惑には靖陵
(債宗皇帝の陵墓)の 学もさることながら、謂査
後の薮 を発掘中の壁画古墳を始め、 安周辺の普
通では られない遺跡を陜 省考古研究所で案内し
てくれるということへの期待があつたoいま一つ、

かつ て 乞陵を 学 した際に、 見事な石人 ・ 石馬に見
ほれながら歩いていて、ふと気付いた 元の深い地
下穴の底にみた穴居住宅への好奇心が再び甦つてき
たからである。それは靖陵の所在が同じ乾県の南陵
村という村なので、穴居住屠 学の機会が 分に
ある とみたからであるo

乾県の 舎町唯 のホテル(乾陵 酒店)から通
うことになつた南陵村には勿論レス卜ランなどはな
く 、 村長さ ん宅で昼食の世話を しても らう こ とになつ
たが、驚いたことに思惑が見事に的中し、村外れに
ある 学校と公司の倉庫を除いては 家の殆どが穴
屠住宅であつたo

今回はこの穴屠の現状についてお話ししよう。台
地の端を春いて下る村遺に面して山側にならんで造
られた家は、先づ山側に皿m四方ほどをコの字形に

掘り取つて中庭を作り、庭に面してできた高さ形舟
n1ほどの三 の崖 に各辺 部屋ほ と°を据り込むo

天井はアーチ型で、隣室との間仕切りを残して間 、

前本会副会
d 匿丑 義 混壺

奥 ともに4m程度、 さ3mほどが の 部屋
の広さである。中庭側の据り抜いた部分には窓や戸
扉の 枠を取り付け、空間部分は版築して 壁を作
り、各部屋を完成させる。寝室となる部屋は更に内
部をスサ入りの壁土、次いでシックイを順次上塗り
して仕上げる。 室内は約1/3が 床張り 間仕切
りはな<、オンドル式になっている。遡硫mほどの

い床上には厚熾りの敷物が敷かれ、寝具は畳んで
壁に浩って置かれている。おそらく別に家具、衣類
などを保管する部屋があるのであろう。土間にも小
さなテーブル つと戸 の脇にポッ と茶遭具を載
せた台、対 の奥壁側に 物入れの引出しを付けた
家具 脚、その上 の 壁に き〈天帝・福緑寿等ク
造教の神渝を描いた図が貼られ、脇に並んで「福緑
寿」と 書した軸が懸けられている他には 切物を
置かず、簡素、清潔な感じの室内であつた。また、
対照的に 巌を燃料とし、油煙で黒づんだ化粧塗り
のない厨房、雨 を 切に マ交誓龍曜重藁亨蕊胃晋露
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使う
そこには隆雨量が少ない
レスの地帯という 然条
件を最大に活か した合理
的な住窟一と、 また生活憤
習の中 に遭教が根強 く 息
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 飄構翼倉三上次男先生と神奈川県

三上先 は 後の宮津(京都府)のお れで、青
学院中等部から浦利 枚(旧制)を経て、東 文

学部東洋史学科に進まれ、池内宏教授の許で、東北
アジア地 の歴史学、考古学を専放され、卒業後は
外務省の留学 として中寓に かれ、帰国後は文学
部の講師となられたo昭和勉年には東 教養学部の
教授の任につかれ、 昭和42年定年で返官された。 後、
青 学院 学文学部教授として、同学部史学科の創
設に中心と して を尽< されたo

戦前、先 の東北アジア関係の請義を受講した筆
者が、シべリアから帰国してお会いした頃(昭和糾
年)には先 の研究の 向が陶磁器の に向けられ
・勾ハるのに驚いたのであるが、当時、先 に親しかつ
た タが、先 は戦前の東北アジア各地の調査の頃
から、その地 で出 する中国陶磁器に非常に興味
を持たれていたといわれたり、先生が鎌倉出土の中

国陶磁器の事について、よ<お話になるのを聞いて
いるうちに、成程なと納得がい<様になつた。

先 は永<鎌倉に住まわれていた関係で、鎌倉市、
神奈川県、横浜市などの文化財審譲会の委 などを
お勤めになられた。特に昭和蝿年から砧年迄、鎌倉
市文化財綜合謂査団団 を勤められ、吏に昭和閲年
には鎌倉考古学研究所の顧問になられ、鎌倉市の文
化財の調査、保護に中心的な役割を果された。その
関係で、海外から来 された陶磁器研究者の多<が
鎌倉を訪ねて先生とお話されたと聞いている。

先 は陶磁器の研究には、物 体をみる事が基本
であるが、その 産、流通の を考古学的に研究す
ることも重要で、それを忘れてはならないという事
を始終言われていたo筆者がお伴して詞査した佐賀

県有 (天狗 古窯址、 辺 古窯址など)では、
本に於ける磁器発祥の問題を窯址の発据謂査の

面から迫及され、愛知県渥美半島(大アラコ古窯址)

青 学院 学名謇教授 吉 章 郎

では神奈川県川崎市の白山古漬から出土した「秋草
仮壺 国宝)を焼いたと思われる窯を発 、調査
され、従来、常滑のものといわれていたものが、渥
美産である事を朋らかにされた。いずれも日本陶磁
史研究の上では重要な事であつた。

この様なお考えが、 本全寓は勿論の事、中国ヘ、
吏には東南アジアから遠〈エジプト、トルコへと

陶磁の造jを迫及されていつた原点であつたと思

われるo

神奈川県には陶磁器や を焼いた窯は少ない。そ
の窯址の一つに、松田町の「からさわ古窯址群」が
ある。昭和艸年に、先生は、赤星直忠先生と、これ
を発掘されている。そしてこの窯の が、 原市
千代廃寺で使われている事を碓認されたのである。
この窯は昭和船年、東名 遠適路の拡幅に伴い、撒
去される事になり、再詞査され、現在は同町の最朋
寺跡公園に移築、保存されている。

この外、先 は、窯址関係ではないが、神奈川県
の横穴墓研究の上では逸する事の出来ないと思われ
る、 宮町の諏訪脇横穴墓群の謂査を 星先 と
緒にされた事を付け加えておきたい。

昭和55年、 中匡]の窯址を訪ねた時、 河北省~、 家荘驛にてo
中央、 三上先生、 右へ佐久間教授、 字都 教授 (青 学院 学)
左へ楢崎教授 (名古屋 学)、 華者
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苳隴聡年度総会が横浜市開港記念会飴で、平成8
年5 n t 唸時から開催されました。

開催に先立ち、寺 兼 副会 からあいさつの後、
議 に寺 副会 が選ばれ、蔑事に入った。議事の
内容は以下のとおりである。

講事1 平成7年度事業報告
�� 第m回遺跡調査・研究発表会は平成7年9 唱

t増川崎市中原市 館で、約虹汎名の会 の参
加を得て開催されました。なお、神奈川県立旭高
等学校教諭上本進 にょる『地震考古学』の特
別公濱があった。

�� 研究詰『考古論叢 神奈河』第4集を鮑頁、叩O
部を刊行

�� 運絡誌『考古かながゎ』9号、8 襄7叩部を
刊行

�� 考古学講座『かながゎの縄文文化の起源を操る』
平成8年3 3 (印神奈川県政総合セン夕ーで
開催、各地域の事例と、石材、植生をとりあげて
論譯した。参加 糜m名、A4版齟 、7叩部刊
行

�� 遺跡 学会
の 平成7年7 船 けゴ中・近世の屠館跡であ

る 和市神朋若宮遺跡を 学した。船名。
画 平成8年3 H (印中・近世の 原城跡

の 学を なった。参加 叩名。

�� 会 名簿の作成B5版叩冥7叩部を印刷し、

平成8年S月3l曰刊行したo

�� 役 会の開催 平成7年5月27曰、 7月6曰、

捻月l2曰、 臺玉年l月29曰、 3 26 県立辻 蔵文化

セン夕ーならぴに神奈川県総合センターで開催されたo

言義事 �� �� 年度収 決算報告
�� 頁に記載 したo 決算報告を監査 した伊東秀吉、 金

告彦は 銭出納簿、 証捉書類を精査し、 預 残
と照合した結果、 壽呉り がないこ と を確認しま したo

議事3 平成8年度事業計画案について
�� 第叩回神奈川県造跡調査・研究発表会は平成8

年 �� 23 ( 彊〉 〔 秋分の 日 ]茅ケ咽l奇市文化会套官で開
催する。内容は特別講演1本と昨年度謂査した主
要なH遺跡を発表予定(詳細は本詰6 参照)

�� 研究詰『考古論叢 神奈河』第6集の編集、B
硼瀾叩 、発 は平成9年4

�� 連絡詰『考古かながわ』の刊 H号は9 、唸
号は平成9年3 下旬

掲載内容は遺跡謂査研究発表会の内容、総会、
遺跡 学会、 物史伝、会員の声、かながわ再発
見、事務連絡等

�� 考古学講座の開催『弥 時代後期の環濠集落』
開催日時は平成9年2月頃、開催場所は未定。

�� 遺跡 学会
謂査中の遺跡、史跡、資料館の 学、
(]平成8年7 曜 横浜市歴史博物館
(夏相模原方面平成8年盤月頃予定

6その他
会員から考古学博物館の設立の要望があつた。
総会終了後、青 学院 学名謇教授吉 章 郎

先生より『窯跡を訪ねてjの講演がスライドを交
�B
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(収 入) (単位 コ 円) (支 出) (単位 ヱ 円〉

|荳貫| 予算額I決算養宜I比卓交増滅ムi 説 明 �O�Oÿÿ I予算額I決算禎l比較増藏ムl 説 朋 �O
会贄 l,452,0〔)O �O���������������� 企2lご ]OO

7年度会費
当該年度外

竇蓬,O(其】 )〈 苳う2!う〓曼誓薯蔓7,000

���������� 〉〈 84〓252,000

等売上
�O���������������>�� ],403,8l〔) �������O���2

発表要旨j
会 貝

売上
�O���2�2�2�î��� ����������
�������2�2�î���O��� �����������2�2
�������2�2�î��� �����2�2�2
�������2�2�î��� ���������2
�������2�2�î�����2� �����2���2�2�2
�������2�2�2
売上
1,8OO×114=2O5牢2OO
�������2�2�î����� ���������2�2
�������2�R�î����� �����2���2�2�2

委託販売 �������������2
考古かながわ」 売上

�������î��� ���2�2
「講座要旨J 売上

会 員 ���2�2�î����� ���2�����2�’
�������î����� ������������

会 外 �����2���2�î������� ���������2�2�2
委託販売 ������������

会員外

委託販売
「考古論叢j

会 員
会員外

雑収入 l工)鵠 4董蔓,著遷34 鞠亙8]

会場整理寮 �������2�2
預金利子 ���������2
寄付金 ������������
送料収入 ������

会 義賽 �O������������ 74,苳藁2蔓葺 ム邱,5竹

会譲資料代 ���������2
会譲費 ������������
会場惜上 ���������2�2

薫師謝礼 ���2���2�2�2

誉暑灘搬 ニ了\罠案+
l,3lO,【】OO �O���������������2 企蓄曼5ュ22O

考古論叢神奈河 �� 印刷 ������������������
考古かながゎ9 ・ 10印刷 �O�R���������2
発送 ー 連絡費 �������������2
考古論叢翻訳謙礼 �����2�2�2

口婁哨 馨ご曼涛ゴ 33丘OOO 竇う28,00誓募 企丘蔓,99l

講師謝礼 �/������
会場惜上 23,64〔)
会譲葺 �����������2
資料印刷代 1暑軍S,O蔓蔓4
発 ー ラ重絡代 93,98〔)
操険料 ���2���2�2�2

発表会 82【】,OOO 437鰹24 企S8乙77正蔓

発表要 旨印刷代 ��������������
会場借上 ���������2�2
講師謝礼 ���2���2�2�2
設営代 4O,破几

、百咽]跚 糜竇・潟
�*�2���������� 45鳳243 企、l49,757

賃 金 �������O
名簿印刷代 ���2�2���2�8�X
通信代 ������������
消耗品代 �6�/�6����
雑 費 ��������

予備費 �������������� �2 �O ÿÿ�������������� �O�_ �O
I合 ÿÿ���_ �������������2�2�2�O �������������������Oÿÿ�O���6�������������O

繰越金 �������������� �O �������������� �O �2 �O
合 言† 卜 ������������������ �O ������������������ �O ム2O曼ヨ,4Oモヨ �O

(収 入

歳入、 筬出計 ム毒 監ノ: 上ヒ
�� 年度収入 ������������������ �� 遁ロ†躙實査褄 ロ
�� 年度支出 �� ������ ������ 平成ュ7 年康の収 決算l“ついて` 銭出苳ー売 縮簿、 壺正拠善頽を精査し、 預 残 と照合

執 残 ������������������ した緒果、 誤りな く 適正に処理されている

平成

咽壺年5声予蕗拙牢丞牢川.|さl誓鼻蕗 韮:唇毒 誓__享8毒 嚢茎 卓昇 �B
�! ��

(次年度ヘ操魑) こ と を確言琶しま したロ
�� 年 �� 月28日

監事 伊東秀吉
監事 金子皓彦

(単位 コ 円) (支 出〉 (単位: 円)

ÿÿ 予 算 萎頁 �O 前年度予算額 l比較増減l 明 �, 宣'I吉 �O 予 算 額 �O 前年度予算額 朋
会費 �������������2�2�’ �O ������������������ �O ム570叩 �O �� 年度会寶 �����2�2�2�î������� �������������2�2�’

機関詰
等売上

�O�����������>���2�>��lュ448,(]〔)O 企3麒]O

発表要旨売上
会 員 �����������î������� ��������������
会員外 �O���������î������� ��������������
考古論叢5
会 員 1,800×20〔)=360,000
会 外 �������2�2�î�����2� ���������2�2�2
考古かながわ
ÿÿ 般 �����2�î���2� �����2�2�2
考古学講座要旨

���2�2�î���2� �������2�2�2

���2�2�î�����2� �������2�2�2
操起金 �O ���������O���������O �������������� ���������������O

���������� �O �����2���� �O �������� �O

会議費 �O�6���������� l3〔],OO〔] �2

会 義資料代
会議費
会場惜上 20,加ハ
講師識`礼 ���2��

l0,0〔)O

6(],O〔)O

糊貝》 コ昂菜r
�O�����O���������� �O�����O���������>�� �2

考古論叢神奈河 �� 印刷 �����������������X
考古かながわ11 ー 12印刷代 �����2���2���2
原稿謙礼 ���2���2�2�2
発送 ・ 連絡費 �����2���2�2�2

暮覇〉琴ゴ唱I咽晨
57丘OOO S3丘OOO 240,0〔)O

議師謙礼 �����2���2�2�2
会場イ昔上 �=�2���2�2�2
会譁寶 ���2���2�2�2
資料印刷代 ��������������
発送連絡代 �������2�2�2
考古学 蕎座 録集〔平成7年度) ����������������
保険料 ���2���2�2�2雑収入 �O

合 計 �O ������������������ �O ������������������ �O �������M�2�2�2�O
発表会 850,〔】(]O 820.0【】O 3【】,OO【】

発表要旨印刷代 6叩,O叩
会場惜上 ������������
講師識礼 ������������
設営代 1毒ヨO,叩O

、到] 跚 鴎駒
SOO,〔)【】O �����������>���2 �2

賃 金 ���2�2���2�2�2
消耗品代 ���2���2�2�2
通イ言代 �����2���2�2�2
その他

予備賽 �����������2�2 �O ���������2�2�2 �O ÿÿ���������2�2�R �O�O
I合 ÿÿ���O ���������R���2�2�2�O �������������������O ���������������O
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献聴聴齟翁員徊瞑儡齟咽剛觸
ー会員の声にお答えしま宜ー

前号(第m号)では、はじめて「会 の広場Jコー
ナーをもうけ、会 8名の声を掲載させて項きまし
た。これらの声に対して、5 旧 の総会の場で寺

副会 からコメン がありましたが、あらためて

事務局からも2、3の項目に分けて、お答えさせて
項きます。
〇神奈川県考古学会は、考古学をこれから学びたい、
発掘をしてみたい、という希望から入会された が

勢おられるのが特徴であります。そうした ヶの
リクエストを 切にし、応えてい<ため、著名な史
跡や発掘現場めぐり、入 的意昧を込めた考古学講
座、あるいは本誌のような連絡誌などを発 してき
ましたo

ただ、いつも 戒していることは、これらの企画
も回を重ねるにしたがつて初心から誰れていないか、

という点であります。考古学講座(シンポジゥム)
を事例に拳げれぱ、どうしても譯論は研究謂査の先
端をい<白熱した甲論乙鮫に終始しがちになり、結
果的には参加者がひとし<理解しに<い場 がある
という声も聞こえております。こうした率直な声に
は、今後十分耳を傾けてまいりたいと考えておりま
す。

将来的には、県内の遺跡を分りやす〈紹介したガ
イドブックのような冊子ができたらと考えています。
「子どもたち」を視野にいれた活動を、というご意

見もありましたが、ガイドブックのようなものを早
<つ<って、家族で楽しむコースができるようにし
たいですネo

〇遺跡の発掘詞査を体験したい、そのための指尊を、
という声もありました。ただ、御理解願いたいのは
本会は発掘調査を 的とする団体ではないという点
であります。県下で現在行わなわれている詞査は、
ほとんどが県・市町村教育委員会の主催であるか、

〇〇〇遺跡詞査会(団〉が実施しています。したがっ
て個 ・団体で発据謂査に参加したいと希望した場
合は、当該の役所か調査会(団)にそうした希望を
つたえ参加することになるのでしよ うzっ

また、 発据がどこで ー いつごろあるか、 という よ

うな情報は、県・市町村教育委 会に電話などで確
認して項けれぱ分ります。ただ、最近の発据現場は、

型重機が縦横に動いていて危険ですから、 般参
加の場合でも保険加入などあるかもしれませんので、
条件的なことはよ<関係者とご相談してみて<だい。

調査に関する基本的な指尊は、現地の指尊者から
して項けると思いますo

旦発据を体験すると、 体的にはきびしいと思
いますが、楽しい未知のとの遭遇に出会う魅 にと
りつかれるかも しれませんよo

〇『遺跡発表会要旨』と『考古論叢・神奈河』を会
員に配付を、という声もありましたが、現 の会費
(蘊切叩)では申し訳ございませんが無理でありま
す。もつともそれに 合うだけ会費の値上げをすれ
ぱ可能でしょうが、それでは多<の会 の参加を、
という本会のコンセプ が崩れてしまうことにもな
ります。

現 でも会 には上記冊 を値引き販売するなど
して会賽に 合うような配盧はしておりますので、
しぱら<は現状の制度を継続していきたいと考えて
おります。
〇ここでお答えできなかった声。あるいは第m号に
掲載できなかった声。いずれも貴重なご意 として
真摯に受けとめておりますo

それらのなかには、 早急な実現がむずかしいご捉
もあれぱ、私たちが努 ・ 夫すれぱ、すぐにで

もできるようなご提 も含まれていますo会 と事
移局を結ぶこの「会 の広場」に、これからも投稿
をお願いしますo

苳蓼夕フ實董〓杢上牢蒙フ こ
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蕩套鯵琵豪彦蓑蒙ノ舅瘍彦}蒙滲苳易 �� ��

第叩回神奈川県遺跡調査・研究発表会を下記の通 箇 侮老名市N鳳靭造跡(近世) 瀬 哲夫
り開催致しますので、お誘いの合せのうえ、ご参加 箇 錬倉市北条 町邸跡遺跡(中世) 馬淵和夫

く ださいo

�7 日 時 平成8年9 月23曰 ( ) [秋分の日 �@ 記念講篆寅 毒寅題 l古代文字資料研究の現状
�O�2こ �2�2�a�O��ご �2�2 ~相模の資料を中心に~jl

�� 会 場 茅ケI咽奇市 文化会遣官 ホール 講師 平川 南立歴史 俗博物套官教授

茅ケli奇市茅ケIll奇 工 丁目11番 �� 号
(荘 O467ー85ー l2S)

�� 発表内容

開会のあいさつ �O�2コ �2�2

箇 茅ケI咽奇市西久保遺跡群 〈古代 ・ 中世)

富'永富士雄 ・ 大村浩司 ー 藤井秀男

〈塾 小田原市苳l°閘干橋町造跡 (近世) 剛志

〈護 横蓋兵市箋藪才良不動原遺跡 (奈良 ・ 平安時代)

横 太郎
平塚市南 沢狭遺跡 (古エ貢時代)

戸 哲也 ー 小林義典 ・ 香川達郎
原市 根尾横穴墓群 (古ヱ買時代)

田村良照

三浦市赤坂遺跡 (彊尓 時代) 中村 勉

津久井郡馬渡遺跡群NO. �� 遺跡 〈縄文時代)

画

印

鍾
画

茅ケ崎市 文化会館案内
※ JR茅ヶ崎駅ょり約8分です。

守 茅ヶ嬌市 文化会館 至
荒

中央公薗

茅ケ
駐車
有料

圭平塚 攪 杢藤沢ÿÿ ÿÿ ー ー ・ー′ー ÿÿ ー-�O�O
�B 阜州E升ーH +硫胴

�?
繁

市役所

識請

�� 国道ー号線 互
蘆

河野喜映 ・ 池田治

横須賀市 塚東遺跡 (l曰石器時代) 北爪一行

芽ケIiI奇市臼久保A遺跡 〈彊尓 時代)
才公 光太郎 ・ 田村裕司 ・ 井辺 徳 ・ 阿部友寿

唖
薗

閉会のあいさつ 聰:齠

�� 文献交換会について
当 文献交換会を ないます。 文献交換を希望

される個人 ー 団体は、 �� 月10曰 までに下記へ申込
みく ださいo
(〇)茅ケI咽奇市教育委 会社会教育 果

�7�H�OO467ー82ーllll〈ご-蔓互彊43) 大柑宛て

�� 会員懇窺会について
当 懇親会を ないますので、蕾つて参加下さ

い。 なお、 申込みは当 曰受けイ寸けでお受け致しま
すo

丁6工.
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か じ

平塚市坤ノ内遺跡検出の鍛冶遺構

壷箋鬨遺跡は、平塚市四之宮に所在する推 相模
国府域内北東端の遺跡でぁり、古代相模六社の第四
之宮とされる語鶯神社の南側砂丘上ぉょぴ自然堤防
上に立地している。過去5回の詞査により、古墳時
代後潮から古代(奈良・平安時代)を主体に弥 時
代中期後半から近世までの遺構・遺物が濃密な状況
で検出されている。
m鮑年から始まった6回自の調査でも古代を主体

とする遣構・遺物が濃密な状況で検出された。その
中で注目されるものとして、8世紀末から9世紀籾
頭(平安時代初頭)に時期比走できる鍛冶遺構があ
る。 部調査区外へ展開しているが、東 約唸m、
南北約5mの 形の竪穴内に2列に並んだ鍛冶炉
(径如m揃後の平 円形)が著しぃ重複をもって約
m基検出された。 場のょうな官営鍛冶 房跡と呼
ばれる ものであるo 遺構内からは、 製品 ・ 工臭の出

土はなかっ たが、 軍謇濠)岩盲曾 ・ ー 蚕凌蓬剥片 ・
謀譁などの鍛冶関運遺物が多量に出 してぃる。
このょうな鍛冶遣溝は全国的にみても検出例は少な
く、北関東以北の萬蓋・瀧象クラスの数遺跡で検出
されてぃるにすぎなぃ。神奈川県内はもとょり、南
関東では初発 であり、相模寓府を考えるうぇでも
興味傑い遺構でぁる。

(林原利朋)

横浜市歴史博物館と軍指定
塚歳勝±史跡公薗を訪ねて

 蝉取
7 6 けゴ浩北ニュウータウンのほぼ中央に建

設された横浜市歴史博物館に着いた時は既に学芸員
の今井康博さんが、冥新しいパネルの前で説明が終
わりかけていた頃でした。博物館は最新の展示施設
と横浜市内出 という限定付きながら豊富な資料の
陳列に感動しました。

遺跡公園は緑豊かな丘の上から早淵川を望む 塚
歳勝 遺跡の復元家屋がたたずんでいま したo �� メ ー
トル近<据り下げられた竪穴住居の中に入るには厚
板に足がかりを刻んだだけの一本梯子だから、水を
運んだり、子供をだつこしてせまい梯子を利用する
のは 変だつたでし よ う ねtュ 私なら一曰 1回< らい

しか屋夕l・に出るのが嫌なんて想像して しまいま したo

また弥 はどのような服を羞たり、住居内は何を
敷いていたのでしょうかo女の人はしなの木やから
むしの繊維をとつて暮しl 必要なものをいろいろ繊つ

ていたのでし ょ う か。 住居は簿暗いので、 明るい屋
外で作業したのかなー。数知れないロマンに尽きぬ
興味に胞がどき どき しま したo

弥 時代中期の環濠集落で暮した先 の歴史的遺
産を 事に後の に引き継いでゆくことが、改めて
大切なことが分りましたo

暑いさ中説朋`して下さいま した関係者のみなさん
に感謝申上げます。

(千葉美代子)

ー 7芋




