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第 28 回目となるバスツアーは、赤城・那須火
山に続く榛名火山と、利根川支流の吾妻川上流域
を訪れます。榛名火山の最新の噴火は 6 世紀末の
二ッ岳で、火砕流が広範囲に及んだことが、東麓
に点在する遺跡の発掘で確認されています。吾妻
川の川原湯温泉付近では、現在八ツ場ダムの建設
が進み、鉄道・道路・居住地など大規模な景観変
化を伴う工事が進んでいます。下流の中之条町
は、河岸段丘上に発達した草津街道の宿場町で
す。利根川を媒体として吾妻川上流域と東京低地
の関連を再認識する機会になれば幸いです。
みなさんのアンケートから 女性○、男性●、
（参加回数）です。

◆榛名ビジターセンター・榛名山

幼き日 望みし榛名 みどり萌え
山の風 ふところ深く うけにけり
車窓から 九月の田園 黄金色

○榛名山頂からの展望はまわりが高い山にかこまれて
箱庭のように美しく、はるか向こうには関東平野が広
がって、気持ち良かったです（初参加）
●榛名の山の成り立ち、動植物の植生が分かった。湖畔
のコスモスが美しかった（2 回目）
○榛名山、見晴らし良く周囲の地形もよくわかった。ビ
ジターセンターの四季－冬、もうあんな光景はみられ
ないのかな？（2 回目）
●榛名のできかたがよく整理されていてわかりやすか
った（4 回目）
○ロープウェイ登山で、眺望が素晴らしかった
（初参加、他多数）
○何回か来た事があると思っていますが、こんなにいろ
んな角度から説明を聞きながら見たのはうれしかっ
たです（初参加）
○トンボが多く、涼風が心地よかった（初参加）
○本当に富士山によく似た形でした。ロープウェイがあ
ったので上まで行くことが出来ましたが、神社は無理でした（9 回目）
○天気に恵まれて榛名山と榛名湖の景観がとても良かったです（2 回目、他多数）

熱き湯と 地形を産みし 眠る前 記憶はあるか 榛名山
榛名山 湖水の風や ほろ苦く

山頂からのぞむ榛名湖
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山頂から東方をのぞむ

●20 代の頃榛名湖へはスケートによ
く来ました。土曜日夜行日帰りであ
の頃がなつかしいと思いました
（6 回目）
○「静かな湖畔」といった感じでした。
火山湖にはちょうど良かったと思い
ます（2 回目）
○初めての榛名山。お天気もよく、良
きパートナーと会え、山の姿の変化
に感激。高速道路も楽しい（？回目）
●昔榛名で乗馬をしたことがあるが、
今回の「老馬」がいて人を乗せてい
た。懐かしかった（4 回目）
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秋近し 水が少ない 吾妻川
おどろきと 夢のこすのか 吾妻川

◆吾妻川の景観
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やんば館付近の吾妻川

●関東の河川に興味があり、深山の景色だと
感じた（初参加）
○変り行く途中を見学でき、数年後にくるこ
とが出来ることを望みます（初参加他）
●水が少なく、石ころがゴロゴロ、子供達と
河原に出かけ、お弁当を広げたことを思い
出しました（初参加）
○20 年位前に川原湯で民宿を営んでいる人
を暮らしの手帖で紹介されまして、水没し
てしまうので行ってみようということに
なり一泊したことがあります。あのころ
とはずいぶん様子も変わり吾妻川の水量ももっとあったような気がしました（9 回目）
●八ッ場ダム、完成すれば新しい観光地になるでしょう（7 回目）
●すばらしい新しい道路、新区画地が。これからの発展が又もう一度きて見たいです（6 回目）
○ものすごい大工事にびっくりです。人間の力の大きさ、人間の小ささを実感しました（？回目）
○流量の少なさと、巨大岩石がゴロゴロしていることが驚き。それを含め美しい景観。ダムができると更に
流量が減る？？（2 回目）
●広葉樹が繁茂し、秋の紅葉はすばらしい景色を演出するものと思いました。又来てじっくり観察して、移
りゆく景観を見てみたいと思いました（2 回目）

◆やんば館
●ダム建設計画の参考になった（初参加他）
○八ツ場ダムの建設を前に美しい景色を目に焼き付
けて（2 回目）
○説明によく答えてくれました（初参加）
○水没前と後にもう一度行って見たい（3 回目）
●八ツ場ダムの話が昭和 22 年に出て、平成 6 年に着工、中断等、紆余曲折の歴史に驚きました（初参加）
○淡々と説明している館内の案内は良かったです。建設行政ってなんなのか考えさせられました（2 回目）
○いろいろと物議をかもしている八ツ場ダムですが、
こうなったら早く出来上がり完成した景観を見たいと
思います（9 回目）
○長年住みついた場所がなくなるのはかなしいですね（5 回目）
●ダムができて、沢くずれで、すぐうまってしまいそうだ。火山の地形なので（溶岩地層・火山灰地層）
（2 回目）
○八ツ場ダムが再開して建設の運びとなりよろこんでいます（初参加）
○やんば付近の皆さんの生活に守られて、
東京の水があると思うと、
水を大切にと思いました。
緑がきれい、
きれい（？回目）
○利水･治水がダムの大きな目的だそうだが、東京オ
沈むゆく 定めと言うも 許されぬ
リンピック時の都心の渇水の様子の写真など、今に
人も水面も 揺れる町
そのまま通じるのか？？と感じさせる。館員の地元
ふる郷を 追われし今は 山の上
の方もいろいろな質問をされてたいへんそう
（2 回目）
○野菜の買物が出来てよかった（3 回目）
●係員に一言求めた。
「再開できてよかったですね！」
、
「ほっとしています」の言葉に重い内容が含まれて
いると思いました（2 回目）
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◆中之条歴史と民俗の博物館「ミュゼ」
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展示室 懐しい人に 出逢ける
小学校 今展示館 校歌読む
ミニ温泉 足がかるがる 気持ち良く

●大変素晴らしい施設でした。立派なものです（初参加）
○人・係の人のやさしさを感じました（？回目）
○昔の学校を利用された様ですが、
絹で栄えた往時をしのばせる
立派な建物でした（3 回目）
●資料がたくさん有りおどろきです。足湯よかったです（6 回目）
●特に近代資料がおもしろかった。生活様式がわかりました
（初参加）
○資料の多さに驚きました（9 回目、他多数）
●旧学校の校舎で、せまい教室によく資料をあつめてあります
（7 回目）
○昔の机、イス、ピアノ、ミシンがあった事で、なつかしさや大
館長 一場 貞さんにご説明いただきました。
変な時があった時を思い出した（3 回目）
○昔の思い出が思い出されました。孫にも説明してやりたい所がたくさんありました。
はばたけ群馬ですね（5 回目）
○地元の歴史を大事にしているなあと伝わりました（1F は収蔵庫ぽかったけど）
。ケヤキの木・忍者が good
（2 回目）
○とてもおもしろかったです。とくに明治期以降、地租改正の地券やら、なにやら。昭和半ばの小学校の教
室の姿を残しているのもいい（2 回目）
●よく整理されている。地理模型室に若山牧水関係資料の展示室があったが、少し物足りない感（3 回目）
●興味深い資料がたくさんあり、もう少し時間が欲しい感じでした（3 回目）

◆その他・自由欄
○色々と川や地形の事の説明がとても勉強になりました（初参加）
●昼休みにもう少し時間を！！（初参加）
●本日は若い頃、スケート、登山又慰安旅行で来た思い出の場所を見られてよ
かったです。ありがとうございました（6 回目）
●スケジュール的には、無理もなく、充実していて快適であった。一度「妙義」
を探訪してほしいと思います（上州 3 山の最後）
（4 回目）
○最高齢 96 才の方が参加しているのをみてすごくうれしくなりました。私も元
気をもらいました（初参加）
○利根川ダムリベンジをよろしくお願いします（2 回目）
○どこで降りても
が！！ ああ、今度行こう！と思い、川原湯温泉の
パンフ集めて帰りましたが････、おすすめはどこでしょう？（2 回目）
○バスの中から上毛三山が見えたのに感激でした（3 回目）
●酒を車内で飲んでいる方がいましたが、観光ツアーでないので事前に禁止の
周知をされた方がいいと思いました。となりの方が迷惑そうでした（3 回目）

ツアー後記

八ツ場ダムへは、2009 年 9 月第 19 回、翌年 5 月第 20 回以来、3 回目の訪問でした。この 2 年間
の景観の変貌に驚きました。付け替え道路からの眺望はさながら空中回廊のようでした。寄せられたさまざまな意
見や感想を可能な限り載せました。このダムの行く末をこれからも見守って行
きたいと思います。なお、現在博物館では、区制施行 80 周年記念特別展「東
京低地災害史－地震、雷、火事？･･･、教訓！」を今月 25 日まで開催中です。
バスツアーの成果も盛り込んでいますので、ぜひお出かけください。
担当学芸員 橋本直子 博物館専門調査員 富澤達三 補助 勝田真幸

トンネルは 冷気吹き出し 笑顔呼ぶ
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