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　皆さん、こんにちは。本日は沼津市教育委員会の教
育次長の井原さんに高尾山古墳についての卓話をいた
だきます。お忙しいところ、ありがとうございます。高尾
山古墳は、古墳時代最初期の西暦230年頃（邪馬台国
の時期）の築造、250年頃の埋葬と推定され、築造当時
の東日本では最大級の古墳であるとのことです。その時
私は、ちょうど教育委員の委員長のときであり、現地を視
察させていただきました。高尾山古墳に埋葬されていた
人物は、古墳の大きさから、地域で大きな政治的権力を
握っていた首長と推定されています。愛鷹山麓では、弥
生時代後期から古墳時代初期にかけての大規模な集落
遺跡が知られており、古墳の被葬者はいわゆるスルガ国
の王と考えられているそうです。今後は、古墳保存と道
路整備がうまく調整されることを願っています。
　さて、本日は、沼津ロータリークラブ細則第3条第4
節1項の規定によりますと、会長は9月の最終例会におい
て、次年度の理事候補者および次々年度の会長候補者
を指名する指名委員を任命することを会員に求め、その
選任方法については会員の同意を得た上で指名委員を
選考し任命することになっております。指名委員としては
元会長から若干名、現会長・幹事を除いた理事から若
干名を任命することになっております。指名委員の選出
方法については、恒例により会長一任とさせていただき
ますが、よろしいでしょうか。会長一任の同意を得ました
ので、指名委員として次の方々を任命させていただきま
す。渡邉雅昭君、石渡保宣君、奥村茂春君、山口和一君、
森藤恵二君、以上5名の方を任命させていただきます。
委員の皆様よろしく選考をお願いします。

ゲスト 	井原　正利様、小崎　　普様	
（沼津市教育委員会）

ビジター 	原川　　篤君（沼津北）

他ＲＣ出席 	積君・東君・細澤君・山口君（9.24米
山梅吉記念館秋季例祭）、金子君・能見
君・渡邊（洋）君（9.26沼津柿田川）

欠席者（5名）
三好君、望月君、村上君、長橋君、	
内田君
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10月14日（金）
　会員リレートーク
	 会　員　　渡辺　芳彦君、渡邉　雅昭君

配偶者誕生日　渡邊佐和子様（洋二郎君）
結婚記念日　白壁　浩之君

10月21日（金）
　外部卓話
	 沼津市教育委員会教育長　　服部裕美子様

高尾山古墳について
　　　沼津市教育委員会
	 教育次長　　井原　正利様

卓話

9月合計　35,000円
石川（三）君…井原次長さん、お忙しい中卓話をお
引き受けいただき、ありがとうございます。本日はよ
ろしくお願いします。
石渡君…9/23のＤ・Ｅ合同テーブル会、全員出席
で盛会の中終了しました。ご協力感謝いたします。
森藤君…このたびは、母の葬儀に際しまして、ご丁
寧なるお心遣いを頂戴いたしまして、心より厚く御礼
申し上げます。
奥村君…今度こそ雨が降りませんように！
積君…井原さん、お話を楽しみにしております。よろ
しくお願い申し上げます。
渡邊（洋）君…先週休んでしまいすみません。誕生
日のお祝いありがとうございました。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…10/11（火）は特別休会
　　　　　　　10/25（火）はＧ補佐公式訪問
	 （夜間：音楽会）
　沼津柿田川…10/10（月）は祝日休会
　　　　　　　10/17（月）は10/23（日）早朝例会
　　　　　　　10/24（月）は10/28（金）合同例会
　　　　　　　10/31（月）は11/3（木/祝）
	 グラウンドゴルフ大会
　富　士　宮…10/10（月）は祝日休会
　　　　　　　10/24（月）は夜間例会
	 2クラブ合同例会
　　　　　　　10/31（月）は特別休会
　富 士 宮 西…10/21（金）は10/24（月）合同例会
	 ＠パテオン 18:30点鐘
　　　　　　　10/28（金）は10/30（日）ミツバ
	 ツツジ植樹例会＠朝霧アリーナ
　沼　津　北…11/1（火）は10/28（金）
	 沼津4ＲＣ合同例会
２ ．2015-16野口年度報告書　受領
３ ．10月のロータリーレート　1ドル＝102円

　沼津市東熊堂に存在する高尾山古墳は、その特
徴や保存を巡って全国から注目を集めています。本
日は、その高尾山古墳についてお話します。

（１） 高尾山古墳の発掘調査成果
　高尾山古墳は、四角と四角を組み合わせて前方
後方墳で、規模は全長約62m、墳丘の高さ5ｍです。
愛鷹山から延びる尾根先端の上部を削平し、その
上に土を盛って造られています。高台となる後方部
上に埋葬施設があり、全長約5ｍの船形の木棺が
埋められたと考えています。副葬品は青銅鏡（中国
後漢製）、槍・鏃などの鉄製品、勾玉が出土し、遺
体が置かれた位置には水銀朱が敷かれていました。
　古墳周囲に掘られた周溝からは、地元の土器の
他に、東海西部、近江、北陸、関東といった他地
域の土器が大量に出土しています。

（２） 高尾山古墳の年代
　出土遺物から古墳時代最初頭となる西暦230年
頃に造られ、250年頃に埋葬が行われたと考えて
います。

（３） 高尾山古墳が注目される理由
　全長62ｍという規模は、当時の東日本最大級で、
同規模のものは長野県松本市の弘法山古墳のみで
す。また、これまで古墳時代の開始は、卑弥呼の墓
とされる奈良県桜井市の箸墓古墳が造られた250
年頃と考えられてきましたが、高尾山古墳の築造年
代がそれ以前であることから、専門家の間で議論
を呼んでいます。そして、出土した他地域の土器は
他地域との交易・交流の存在を示しています。
　高尾山古墳は、古墳時代初頭に強大な国がこの
地域に存在したことを示し、古墳の被葬者は王レ
ベルの人物と考えられます。また、出土土器に畿内
系のものが存在しないことから、後に全国へ勢力を
広げた大和系の人ではないと想定されます。これま
での大和政権中心の歴史観に対して大きな一石を
投じるものとして評価されています。

（４） なぜこのような古墳が沼津に存在するのか
　伊豆半島西側の付け根に位置する沼津は、人的
交流や物流の結節点として重要な場所です。この
古墳の存在は古墳時代初頭においてもそうであっ
たことを示しています。

（５） 高尾山古墳の今後について
　昨年度、都市計画道路整備と古墳保存の両立に
係る協議会を開催しました。これは周辺の交通課題
を改善するために、古墳の大半を削り道路を設置す
るとの発表をしたところ、多方面からの様々な反応を
市長が真摯に受け止め、再検討しようとしたためで
す。
　協議会では道路の設置条件など、これまで以上
に可能性を追求し、交通、文化財保護などの専門
家や国、県など関係各所の方々に協議していただき
ました。結果、両立可能ないくつかの案が提示され、
市は現在、道路建設と古墳保存の両立を実現すべ
く、地元の皆様をはじめ、行政機関等各方面と協
力依頼や調整協議をしています。

【報告事項】
１	．ガバナー事務所からの公共イメージ向上協力
金要請の件　⇒250円×会員数を納入

【議事】
１．10月例会プログラムの件　承認
10月14日 会員リレートーク

	 渡辺　芳彦君、渡邉　雅昭君
10月21日 外部卓話

　　　沼津市教育委員会教育長
	 服部裕美子様

10月28日 沼津4ＲＣ合同例会
11月4日 Ｒ財団月間担当例会

	 Ｒ財団委員会委員長　東　　宗徳君
２ ．10/10沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペ　クラブ

負担金の件　承認　⇒30,000円を支出する
３．クラブ細則検討特別委員会の件　承認
　⇒委員会メンバーとして10名を選出
　　	石川三義会長、吉野聖一副会長、山本洋祐幹
事、杉山哲男君、渡邉雅昭君、積 惟貞君、奥村
茂春君、石渡保宣君、山口和一君、森藤恵二君

　⇒12月第1回の年次総会にて検討案を発表予定
４ ．10/16 アスルクラロ観戦をメーキャップとす

る件　承認

理事会だより ◆第4回定例理事会
　2016.9.30（金）13：40～
　出席者　11名

ロータリーの標語　超我の奉仕
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