
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相沢忠洋記念館会報 No. 8 2006.12.20 

http://www15.plala.or.jp/Aizawa-Tadahiro/ 

古代人の暖房について 
平成十八年三月、相沢先生の

恩人、一番の理解者、芹沢長介

先生がご他界されました事は

大変残念でなりません、後援会

にも特段のご協力を賜りまし

た事、厚く御礼申し上げますと

共に、ご冥福を心よりお祈り申

し上げます。相沢記念館にとり

ましても後援会にとりまして

も大変大きな痛手ではありま

す。今後益々後援会の皆様と共

に相沢忠洋先生と記念館を守

り顕正して行く所存で御座い

ます。どうか宜しくお願い申し

上げます。 

 寒い中、群馬でもいたる所で発掘現場の風景が

見られます。竪穴住居の暖房といえば通常、竪穴

の中心で火を燃やし、暖をとって居た訳ですがこ

の燃料は薪であります。人間が火を使い始めて以

来、洞穴生活からずーっと薪あるいは石炭であっ

た訳ですがその間数万年、数十万年あるいはそれ

以上、それが石油に代わったのは日本ではほんの

数十年前の戦争後であり、それにガスがふきゅう

したのもその後すぐでありますが。現在の主流は

電気であります。 

 竪穴住居や昔の日本の家屋は、風通しが良く

薪、炭、石油、等の直接熱線を利用していた訳で

すが、これは火が切れれば即寒くなります。次の

石油、ガスは、ある程度建物の気密が取れる様に

なって、例えばアルミサッシの普及等、部屋の空

気を暖めて暖を取る方法です。 

 そして今後の主流は電気に変わって行きます。

それは建物の気密、・断熱性能が非常に高くなり、

もはや家の中での燃焼は命取り、と言うより無駄

な換気を沢山して迄、家の中で燃やせばエネルギ

ーの損であります。なぜなら暖かい空気をすてる

からです。故に電気暖房は空気を捨てずに部屋の

空気と建物自体を暖め建物からの輻射熱暖房が

出来る、遠赤暖房となります。 

 ここで考えていただきたい事は面白い事に、薪

等の「固体」、次に石油「液体」、次はガス「気体」、

そしてこれからは電気、「無形」であります。 

           後援会会長山﨑弘一 

芹沢長介先生と相沢忠洋の絆 

芹 沢 長 介 先 生 と 共 に

あまりの急なご逝去の報に信じることができませんでした。お電話にて

数日前に、いつもの落ち着いたお声でお話をうかがったばかりでした。

私にとっては正に「晴天の霹靂」です。瞬間、奥様の悲しみが脳裏に走

りその途端、茫然自失と言う体験をしました。夢遊病者の状態で何も手

に付かず、気力が失せたのです。暫らくして、我に返り、 

「巨星墜つ恩師の訃報全身の血流止まる思いで受けし」 

の短歌を記していました。 

芹沢先生は相澤の岩宿の石器を初めて認めて下さった考古学者です。芹

沢先生はご著書「日本旧石器時代」(岩波新書 209-1982 年 10 月 20 日発

行)の中に「大学教授を含めた学界の権威者たちの誰もが気づかなかっ

た、考古学界の永い間の常識の嘘をほとんど学歴さえ持たない貧しい若

者が見破ってしまったのだ」と明記して下さったのです、これほど相沢

を評価した表現はないと思います。このように芹沢先生と相沢は強い信

頼関係で結ばれていたのです。夜学の小学校卒業後青年学校に通い志願

して海兵隊員となり、敗戦により生還した相沢は岩宿の発見によって旧

石器の研究者となりました。大学の先生方と同席する遺跡の学会発表の

場に立つ度毎に自分のような学歴を持たぬ者が学問の世界に歩を進めて

良いものか迷った時期がありました。しかし自分の行動が学問の発展に

役立つなら続けなければならないと思い直した様です。それは芹沢先生

の励ましにより続けることができたのです。在野の研究者と言う組織を

持たない無力さを充分感じながら旧石器研究を続けていました。その相

沢を常に暖かい眼差しで見守り支援して下さったのが芹沢長介先生でし

た。今、芹沢先生と相沢は自由無碍な世界に遊び様々な話題と共に旧石

器について談笑している事と思います。 

                相澤忠洋記念館 館長 相澤千恵子 

相沢忠洋にとって最も偉

大な存在であり恩師であ

った芹沢長介先生は、2006

年(平成 18年)3月 16日、

午後 2 時 18 分、忽然とし

て黄泉の国へ旅立たれて

しまいました。 
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１、 岩宿遺跡の発見 

1949年の 7 月末、私は東京ではじめて相沢忠洋さんに

会い、岩宿遺跡の赤土層の中から黒曜石製の石槍を掘

り出したという話を聞くことができた。その当時の学

界では、赤土層＝関東ローム層は火山灰層であるから、

その中には人類の作った石器が包含されているはずが

ない、という誤った考え方が支配的であった。出てく

るはずのない石器が赤土層の中から姿をあらわしたと

すれば、私たちの赤土層にかんする先入観が間違って

いたことになる。赤土が堆積しつつあった時代にも、

北関東の丘陵地では人類の生活が可能であったという

ことになる。予想もしなかったような相沢さんの言葉

が、先入観にとらわれていた私の眼を開いてくれたの

であった。あの日からすでに 39年という月日が過ぎ去

った。相沢さんは残念ながら病をえて現在は病床にあ

り、自由に会話をするところまで恢復していない。現

在では、岩宿遺跡の発見から発掘までの経緯について

の真相を語れるのは私一人になってしまったと思われ

るので、当時の私の日誌の一部を抜き書きして残して

おくことにする。 
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相沢忠洋と日本旧石器 
芹 沢 長 介 

日誌抄(昭和 24 年) 

7 月 27 日 午後 1 時頃江坂(輝弥)君が訪ねてきたの

で、一緒に青山の自宅を出る。渋谷から東松原まで電

車でゆき、野口義麿君の家にに寄る。縄文土器など見

せてもらう。それから歩いて江坂君の家へ行ったが、

そこで相沢忠洋君に会った。相沢君はラームのような

石器がローム層中から出土する遺跡を見つけた由。半

磨製石鏃の資料について、江坂・相沢両君から聞く。

帰宅してから父(銈介)の仕事を手伝う。大沢和夫先生

にハガキを書く。 

7 月 29 日 暑さきびしい。江坂君から借りてきた石鏃

の実測をする。相沢君にハガキを出す。 

8 月 1日 ひる過ぎ岡本勇君来宅。登呂遺跡の話など

いろいろ聞く。一緒に家を出て青山墓地内の貝塚へ行

ってみる。加曽利Ｅ式・堀之内式などの土器破片が採

集できたが、貝塚は見当らず、すでに湮滅したものら 

しい。相沢君から便りあり。 

8 月 2 日 父の使いで慶応大学付属の幼稚舎へゆく。

帰宅してから父の染色の色さしを手伝う。相沢君に返

事のハガキ出す。 

8 月 6 日 江坂君と小井川氏とからハガキ。江坂君は

尻屋で大分収穫があったらしい。7 日夜に帰京の予定

だという。礼文島の遺跡で、北海道大学の人たちが人

骨を発掘したらしい。青山 1 丁目の本屋で、関野克の

「日本住宅小史」を求める。250 円。父のカレンダー

の色さしを手伝う。 

8 月 9 日 朝、帝国銀行へ「のれん」を届ける。ひる

すぎ、相沢君が来宅。半磨製石鏃の資料および、細石

器の疑いある黒曜石製石器(ラーム、ブルブスある石

片、石槍等)を見せてもらう。この細石器らしきものは、

ロームに似た赤土層の下部から出土する由。これが本

物ならば、画期的な発見になる。また 12日頃、帰りに

寄ってくれるという。 

8月 13日 暑さもややしのぎやすくなった。ひるすぎ、

相沢君来訪。いろいろ話し、｢日本遠古の文化｣と「満

蒙調査」の 2冊貸してあげる。 

8月 21日 日中は非常に暑かった。登呂にいる杉原(荘

介) さんに速達を出す。 

8 月 22 日 午後から井ノ頭の郷土博物館へゆく。甲野

勇さんと吉田格君、そして山岡書店主に会う。吉田君

から新しい資料を見せてもらう。根ノ上遺跡の捺型文

土器片もあった。中学生が採集してきたという。 

8 月 27 日 外出して留守の間に相沢君が訪ねてきた

由。問題のラームのような石器は、その後また発見資

料が増加しているらしい。また 4 日に上京するとか。 

9 月 6 日 昼ちかく相沢君来宅。例の洪積層中の石器

の新資料と、その後の新しい観察の結果をもたらして

くれた。いよいよ確実に洪積世遺品であるという証拠

があがりつつある。問題の石器 1 箱あずかる。2 時間

あまり話して帰った。この 10 日に、僕ひとりで桐生へ

行くことにしたい。相沢君が宿をとっておいてくれる

由。午後、江坂君が来た。京都帝大の報告書第 5冊を

買ってきてくれた。渋谷まで一緒に歩きながら話す。

「童馬山房夜話」、「インドネシアの原始文化」を 

 



 

渋谷の古書店にて求む。 

9 月 7 日 今朝作った短歌二つ。「柳葉の細きに似たる

石の肌透きてきらえば裏がえし見つ」「洪積層より石

器掘りたる感触を目覚めてしばし惜しみつついる」 

朝、明治大学の考古学研究室に行く。昨日登呂から戻

ったという杉原さんが真黒な顔をしてあらわれた。相

沢君からあずかった桐生の石器を見せると、びっくり

したらしく、10日には杉原さんも一緒に桐生へ行き、

もし間違いないものであるなら、すぐに発掘の準備を

しよう、という話になった。考古学集刊の校正のため

に双絢社へ行く。 

9 月 8 日 午後研究室へ行く。相沢君もすぐ現れ、杉

原さんと 3 人で桐生行きの打ち合せをする。10 日の午

後 5時 30分に浅草を発つことにした。早く現場を見た

いものだ。 

9 月 9 日 午後研究室へ行く。岡本君も桐生へ行くこ

とになった由。明日の携帯品などを決める。キャビネ

カメラのシャッターのゴム球と方眼紙を買う。いよい

よ明日は桐生行きだ。待望のパレオシック。夢に終わ

らぬようにあってほしい。 

9 月 10 日 朝、江坂君の家へ行く。ちょうど岡山の鎌

木義昌君が来ていたので、昼頃まで話し、渋谷へ出て

別れる。青山の家へ戻るとちょうど柳宗悦先生が父の

ところへ見えたところだった。午後 3時頃家を出て研

究室へ寄り、岡本君と 2 人で雷門駅へ。相澤君と杉原

さんも合流し、5 時 5 分発の新桐生行の電車に乗る。

途中雨ひどく降りはじめ、電車の窓から吹きこんでき

た。桐生へ着くとやや小降りになったが、水害の地の

凄然たる跡を見ながら岡田宅へ。挨拶してからしばら

く話す。9 時頃宿屋に着き、夕食の後風呂に入って寝

る。 

9 月 11 日 朝電報を打ち、8 時 55 分の汽車に乗り岩宿

下車。すぐに岩宿遺跡に向う。小雨がときどき降って

くる。石灰岩の岩肌が空を区切る不思議な風景があら

われた。丘の裾をまわって切通し道に出ると、そこが

石器の出土地点だった。いよいよ崖面のロームを掘り

はじめたが、午前中は目ぼしいものなし。それでもブ

ルブスのある石片や、黒曜石の微細な破片が出土し 

た。昼食をすませてからは調子よく発掘が進み、みる

間に石器や石片が数を増した。ブルブスのある石片の

ティピカルのもの、黒曜石の大きな破片、リタッチの

ある石片 2 個などが出た。発掘終了前 10 分になって、

第 4 層中から握槌のような石器を杉原さんが掘りあて

た。バンザイを叫ぶ。6 時 3 分の汽車で桐生に戻り、

宿で風呂に入り、ビールを飲んで祝杯をあげる。相沢

君も宿へ来て、今後の計画など話す。そのあとで相沢

君の身の上話をきく。サマータイム昨日で終り、くつ

ろいだ気分になる。11 時頃に寝る。 

9 月 12 日 朝から雨。昨日掘り出した旧石器を見なが

ら、たのしく朝食をすます。研究室と家へと電報を打

つ。午後から岡本君と 2 人で岩宿へ。杉原さんと相沢

君は、笠懸村の村長と地主のところへ発掘の交渉に出

かけた。今日は昼から雨も大かた止み、明るくなって

きたのに、遺物はほとんど出土せず、石片一、二点だ

け。杉原さんたちが 4時半頃遺跡へ来た。昨日と同じ

汽車で桐生へ戻り、夕食後、相沢君の持参した多くの

資料を見せてもらう。夜おそく写真の乾板を入れかえ

てから寝る。 

9月 13日 宿の別れを告げて、曇天の桐生を後にする。

岩宿遺跡付近を歩き、遺跡の全景を四、五枚撮る。杉

原さんと相沢君は村長を役場に訪ね、また国瑞寺の和

尚に会って宿舎の件を交渉してきた。昼少し前からま

た発掘を開始したが、今日は小片ばかりで石器らしい

ものは出土せず。しかしブルブスのある石片はかなり

見つかった。雨の中で写真を 4枚撮る。大間々へ出て、

5 時半の東武電車で帰京。青山の家に着いたのは夜 9

時過ぎ。柳悦孝さんが見えたので、遅くまで発掘の話

に花が咲いた。少々疲れた。 

9 月 14 日 朝食をゆっくり食べてから研究室へ行く。

午後、学生たち 10名ほど集り、岩宿発掘の祝賀会をや

る。多田文男先生がちょうど見えたのでご意見をうか

がったところ、現地を見たいといわれるので、明日岡

本君が案内して視察してくださることになった。岩宿

発掘のときの写真の現像・焼付ができた。雨のわりに

はよく撮れていたと思う。また発掘した石器の写真 6

枚撮り、写真屋へ置いてくる。昨日と今日、相沢君に 
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ハガキを出す。 

9 月 16 日 昨日の石器の写真をとりに行く。露出が不

足ぎみだが大体よく撮れていた。6 時頃、多田先生が

見えたので昨日の岩宿遺跡の観察のお話をうかがう。

第 2 層のロームは関東ロームと同じ時代として間違い

なく、第 3 層・第 4 層もロームであろうとのこと。夜、

相沢君に手紙を書く。 

9 月 17 日 岡本君・大塚君と僕の 3人で、岩宿の石器

にナンバーを打つ。約 70点ほどあった。 

9 月 18 日 朝、相沢君に速達を出す。午後から研究室

へ。杉原さんが明日新聞記者を集めて岩宿発見の発表

をするというので、その準備を手伝う。新聞発表のた

めの原稿を見ると、相沢君の功績について何もふれて

いないので、杉原さんに訂正を申しこみ、相沢君によ

って発見されたという事実を書いてもらうことにし

た。 

9月 19日 10時頃家を出て研究室へ午後 1時頃から新

聞記者が来はじめ、朝日・読売・毎日・共同の 4社が

そろった。カメラマンの中に、写真専門学校時代の同

級生が 1人いた。1時間あまりで発表が終った。 

9 月 20 日 岩宿遺跡の発掘と旧石器の発見について、

今朝の朝日と毎日が大きく報道していた。 

9 月 21 日 朝 9時頃、江坂君来てすぐ帰った。そのあ

とまたすぐに相沢君があらわれた。昨日の新聞の記事

には、あまり満足していないように見えた。明日昼頃、

また研究室で会うことにした。 

9 月 22 日 昼少し前に江坂君来宅。一緒に家を出て虎

ノ門、有楽町へ寄ってから研究室へ。昨日、長谷部言

人先生が岩宿の石器を見に来られ、旧石器とは認めが

たいと言われたらしい。後藤(守一)先生が 24 日に桐生

へ行かれるというので、相沢君がそのことの打合せ    

にやって来た。 

9 月 23 日 外出せず、家に居て英語の翻訳をする。夕

方相沢君帰宅。約 1時間ほど話して桐生へ帰った。 

年には枡形遺跡が相沢さんの旧石器地名表に書き加え

られた。元宿遺跡、三ツ屋遺跡、枡形遺跡は上部ロー

ムに、桐原遺跡と権現山遺跡は中部ロームに、そして

不二山遺跡は下部ロームに属すると考えられるので、

岩宿発見以後わずか 5年の間に、上部ロームから下部

ロームまでの旧石器時代遺跡を発見したことになる。

約 1万年前から 10 万年前までの日本最古の人類史を、

相沢さんはその足と眼で明らかにしたのだった。しか

し相沢さんは大学や研究所に属する研究者ではなく、

納豆を売り歩いて辛うじて生計をたてている貧しい青

年であったために、大規模な発掘調査をおこなうこと

もできず、また報告書を出版する力も持っていなかっ

た。そのために相沢さんの目ざましい業績は、学界に

正当に評価されることもなく、相沢さんの胸の中に沈

潜していったのである。 

相沢さんの研究の目標の一つは日本旧石器文化の始源

の追求にあったと思われる。日本に最初に足跡を印し

た旧石器人は、どこまで古くさかのぼれるのだろうか。

このような疑問を解くために、相澤さんは昭和 35年に

岩宿遺跡に接した山寺山遺跡を発見し、更に昭和 45

年には赤堀磯遺跡・48年には夏井戸遺跡の発掘をおこ

なった。磯遺跡の石器包含層は湯ノ口軽石層よりも下

位にあり、7 万年以前と考えられる。石器の原材には

チャートの円礫が用いられており、チョパー、尖頭石

器、彫刻刀などのみごとな石器が出土している。夏井

戸遺跡も磯遺跡とほぼ同年代のものであろう。 

相沢さんは昭和 46 年に夏井戸遺跡をふくむ広大な土

地を手に入れたうえ、その林の中の立派な研究所を建

てた。考古学研究所の中で自分の望み通りの研究をす

すめ、つぎつぎに報告書を発行するという長年の夢の

実現にむけて、その第一歩を踏み出したのだった。夏

井戸遺跡の発掘は、「赤城人類文化研究所」の最初の仕

事であった。ところが、準備がすべて整ったところで、

突然病魔が相沢さんをおそった。すべての計画は中断

された。(中略) 

相沢さんは志なかばのまま残念ながら病にたおれた

が、良き協力者としての相沢夫人と、関矢晃氏のご努

力によって原稿が完成し、講談社から立派な報告書が

刊行されることになった。私の喜びこれに過ぐるもの

はない。 「赤城山麓の旧石器」相澤忠洋、関矢晃著より転載 

－４－ 

２、岩宿以後の旧石器探求 

相澤さんに私がはじめて会ったのは昭和 24 年のこと

だったが、岩宿遺跡の存在はそれより 3年前の昭和 21

年に知られていたということである。さらに、不二山

遺跡と元宿遺跡も、昭和 23年に発見されていた。昭和

25 年には権現山遺跡、桐原遺跡、三ツ屋遺跡、同 26 



 

昭和 35年 10月ＮＨＫテレビ出演(芹沢・相沢) 

－５－ 

昭和 48年 3月銀座ヤマハホール(相沢・江坂・芹沢) 

平成 13年 9月(相沢忠洋胸像除幕式にて) 

昭和 55年 10月(東北歴史博物館にて) 

昭和 52年 10月(夏井戸の研究室にて) 昭和 51年 11月(夏井戸の研究室にて) 

平成 8年 4月(開館 5周年記念日に) 

平成 13年 9月(相沢忠洋胸像除幕式にて)芹沢先生挨拶 

芹沢長介先生との交流の記録 
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芹沢先生と松沢先生 

芹沢先生と瀬谷角司氏 柳田先生と相沢と芹沢先生 

芹沢先生・阿子島先生等 

柳田先生と芹沢先生 

鶴ヶ谷東遺跡発掘調査団スナップ（2005年 8月） 

芹沢先生 石器を見る 
東北大学大学院生と共に 

芹沢長介先生 



 

  

 

               平成１８年(2006年)掲載許可一覧 

月日 依頼人 出版社名 掲載書籍名 貸出内容 貸出品目 摘要欄 

1/16 上毛新聞社 出版局 ぐんまナビ 岩宿出土槍先形尖頭器 写真 高校生向け 

2/9 ㈱ランズ 平凡社 日本通史(歴史絵巻) 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

2/12 ㈱悠工房 ㈱正進社 歴史の学習 岩宿出土槍先形尖頭器 写真 二次使用 

2/13 東京書籍㈱ 東京書籍㈱ 新編・新しい社会 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

2/17 ㈱日本標準 教材編集部 東京の社会歴史編 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

3/7 浜島書店㈱ 浜島書店㈱ 1.学び考える歴史 

2.総合歴史 

3.資料カラー歴史 

4.歴史の学習Ⅰ 

5.デジタル掛図歴史 

研究中の相沢忠洋 

岩宿出土槍先形尖頭器 

ほか４点 

写真  

3/31 ㈱ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚ

ｰｼｮﾝ 

㈱ﾍﾞﾈｯｾｺｰ

ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

進学ゼミ中学講座 岩宿出土槍先形尖頭器 写真 ﾘﾊｰｻﾙ問題 

4/6 香川県教育 

委員会 

東京書籍㈱ 新しい社会歴史 

(学習の診断) 

岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

4/12 ㈱ラーンズ ㈱ﾍﾞﾈｯｾｺｰ

ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

学習と完成 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

4/16 ㈱悠工房 明治図書出

版 

中学社会の学習・歴史 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

5/28 ㈱悠工房 吉野教育図

書㈱ 

毎日の確認・歴史 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

6/13 ㈱りいふ出版 ㈱りいふ出

版 

デイリー・サピックス

小学６年社会 

岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

10/20 ㈱悠工房 ㈱悠工房 学習診断中学社会 岩宿出土槍先形尖頭器 写真  

 

 

 

 

あけぼの 

 芹沢長介先生は、2004年 10月 19日より 28日迄、当館の西方約 2kmしか離れない所に東北大学大学院考古学研究室のメンバー

により「鶴ヶ谷東遺跡」の発掘調査を開始しました。そして引き続き翌年の 2005年 8月 18日より 27日迄の 10日間第二次発掘を

行ったのです。そして 2006 年 5 月開催された考古学協会の総会に於いて自ら前期旧石器の出土を発表する事になっていました。

しかし、その直前の 3 月 16 日のご逝去だったのです。どれほど無念であったか、そして、関係者の驚愕は想像を絶するものがあ

ったと思います。しかし、芹沢先生は、86 歳のご高齢も、ご自身では意識しない若々しさをお持ちでした。亡くなる直前まで前

期旧石器の存在を立証する為、活躍していらっしゃったのです。その発掘現場は相澤によって発見された不二山遺跡の地点より

500m ほど離れた場所です。この事は、相澤の遺跡も「鶴ヶ谷東遺跡」の実証により確実な前期旧石器としての認識を強くする事

ができるのです。それも芹沢先生の相澤に対する学問的な裏打として考えて下さったものと思いました。 

 

－７－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

インフォメーション 

 第一回春の講演会「相澤忠洋と岩宿の発見」講師：相 澤 千 恵 子 

  開 催 日 時 平成 19年 3月 28日（水）１８：３０～１９：５０ 

  会     場 桐生市民文化会館（４Ｆ）国際会議室 

後援協賛金  2,000 円       主催：相澤忠洋記念館後援会会員(炭火焼肉・釜めし)銀花 

          協賛：相澤忠洋記念館後援会 

       お問合せは相澤忠洋記念館へ！ (TEL)0277-74-3342 (FAX)0277-74-3350 

開館時間 10:00～17：00 

休 館 日 月曜日､12 月 29 日～1月 3 日 

入 館 料 大人 500 円 こども 250 円 

団体割引 大人 400 円 こども 200 円 

(20 人以上) 

相澤忠洋記念館会報  

発 行 相澤忠洋記念館 

編 集 相澤忠洋記念館後援会 

 〒376-0131 ☎0277-74-3342 FAX74-3350 

   群馬県桐生市新里町奥沢 537 

 

駐車場 

交 通 

 

大型バス可 

東武伊勢崎線･上毛電鉄 

赤城駅下車 4㎞タクシー10 分 

 

－8－ 

ごあんない 

見学者の声 

① 思いがけなく来る事が出来てうれしく思っています。相澤様の事随分前からお聞きしていてご立派な方と思っていました。 

昔の教え子が奥様、六十年振りにお会いして色々なつかしく思います。今後ともお元気でがんばって下さい。                   

丹羽金子 

② インターネットで初めて知り来館しました。詳しいお話をうかがいますます興味を持ちました。もっと詳しく知りたいと思い

本を読んだり遺跡を尋ねて行きたいと思います。そして相澤ご夫妻の事を子供たちに伝えていければと思いました。                                          

平成 18年 4月 1日 川瀬朋子 

③ 息子純平と初めて入館させて頂き、千恵子夫人の丁寧な説明を頂き心から感謝・感激しております。誠にありがとう御座いま

した。                                   平成 18年 9月 9日赤星冨美・純平 

④ 人の業よりも旧石器人の家族愛を知りたい現代人もいると思います。応援しています。   

平成 18年 11月 23日伊藤覚巳 

⑤ とても感動しました。相澤忠洋さんに以前憧れていました。やっぱり感動しました。 

平成 18年 12月 5 小堀好昭 




