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八国山たいけんの里　　1周年

たいけんの里×はっけんのもりアニバーサリー・イベント
　５月５日はたいけんの里オープン 1 周年、下宅部

　遺跡はっけんのもり開園６歳お誕生日を記念した

　イベントを実施します！遊びにきてね！

日 時：５月５日（水・祝）10:30~15:00

場 所：八国山たいけんの里・下宅部遺跡はっけんのもり

　　　

下宅部遺跡はっけんのもりも
開園６周年！

八国山たいけんの里は多くの方々に支えられて、今年５月で開館 1 周年を迎えます！たいけんの

里は開館以来、八国山の自然や地域の歴史について身近に感じていただけるよう、「人と自然の

カンケイ」をテーマにしたさまざまなほんかく体験やちょこっと体験を行ってきました。おかげ

さまで来場者も 2010 年４月 16 日現在で、３万 5872 人を数えました。子どもから大人も楽しめ

る場所として、今後とも是非ご利用ください！

土

１

日 月 火 水 木 金

八国山ガイド
ウォーク

10:30/13:30

弓矢たいけん

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

革ストラップ
づくり

10:00~12:00

ガイド部会
10:00~12:00

土笛づくり
13:30~16:00

弓矢たいけん

旧暦と年中行
事のはなし

13:30~15:00

風ぐるま
づくり

10:00~12:00 
14:30~16:00

春の草花　　
お餅つき大会
10:00~12:00

風ぐるま
づくり

10:00~12:00 
13:30~15:30

たいけんの里×
はっけんのもり
アニバーサリー
イベント

10:00~15:00

休館日 休館日

はっけんの
もり精美

8:00~10:00

手こぎトロッコ
11:00/14:00

弓矢たいけん

９ 10 11 12 13 14 15

草木染め部会
11:00~16:00

弓矢たいけん
休館日 休館日

昔がたり部会
14:00~15:30

土器づくり・
アンギン部会
13:30~16:00

八国山ガイ
ドウォーク

10:30/13:30
弓矢たいけん

16 17 18 19 20 21 22

おりがみ部会
13:30~16:00

弓矢たいけん
休館日 休館日

革細工部会
10:00~12:00

草木染め部会
11:00~16:00

はっちこっく
通信発行

はっけんの
もり精美

8:00~10:00

アンギン部会
13:30~16:00

弓矢たいけん

23 24 25 26 27 28 29

カゴ部会
13:30~16:00

弓矢たいけん

休館日 休館日 昔がたり部会
14:00~15:30

かしわ餅
づくり

10:00~12:00

弓矢たいけん

30 31

弓矢たいけん

ガイド部会
13:30~16:00

自然部会
10:00~12:00

畑耕作部会
13:00~14:00

休館日

  ５月のちょこっと体験
＊願いごとコイノボリ短冊　＜いつでも体験可＞
＊革ストラップづくり 1 回 50 円＜いつでも体験可＞
＊土笛づくり（１個 50 円）15 コ限定
　 5 月２日（日）13:30~16:00
＊風ぐるまづくり（1 日 75 コ限定）
　 ５月３日（月）10:00~12:00/14:30~16:00
　　　 ４日（火）10:00~12:00/13:30~15:30
＊弓矢たいけん：毎週土・日曜日（雨天中止）　
　　　　　　　 　10:00~12:00/13:30~15:30
＊手こぎトロッコに乗ろう！８日（土）  　　
　　　　　　　　 11:00~12:00/14:00~15:00

５月のたいけんの里

イベントカレンダー

   フリーギャラリーでは「下宅部遺跡出土品」と、

「食と年中行事」の展示をしています！

５月のほんかく体験
申込み受付 :4 月 21 日（水）より

＊革ストラップづくり（要申込み）
　 ５月２日（日）10:00~12:00
　定員先着 20 名・参加費 100 円
＊旧暦と年中行事のはなし
    ５月３日（月）13:30~15:00
　定員 30 名・参加費 無料
＊春の草花おもちつき大会（要申込み）
　 ５月４日（火）10:00~12:00
　定員先着 10 名・参加費 100 円
＊たいけんの里×はっけんのもり　  
   　アニバーサリー・イベント
    ５月５日（水）10:30~15:00
　　詳細は 1 面をご覧下さい！
＊伝統食・かしわ餅づくり
    ５月 27 日（木）10:00~12:00
　　定員 15 名・参加費 300 円

おか
げさ
まで

はっけんのもりプログラム

11:00~12:30  火おこし＋石器でドングリつぶし体験
　　　　　　＝縄文スープをつくろう！たべよう！

12:00~12:30  じょーもん紙芝居

たいけんの里プログラム

10:00~11:00  カブトおりがみ

10:30~11:00  展示ガイドタイム①

10:30~11:30  弓矢大会（景品をゲットしよう！）

11:30~12:00  展示ガイドタイム②

13:00~14:00  カブトおりがみ

13:30~14:00  展示ガイドタイム③

13:30~14:30  アンギン編み体験

13:30~14:30  弓矢大会（景品をゲットしよう！）

14:30~15:00  縄文音楽隊＋じょーもん紙芝居

14:30~15:00  土偶パン＋縄文ハーブティー

ほんかく体験の申し込み・お問い合わせ
 　八国山たいけんの里
              ☎０４２-３９０-２１６１

たいけんの里



　ガイド部会は、たいけ

んの里のガイド、特に「下

宅部遺跡」に関する展示

ガイドを行う部会です。

一番お客さんがみえる６月の北山公園菖蒲まつりの

　

　 自 然 部 会 で は

４月 10 日（土）、

ほんかく体験とし

て「春の野草を食

べよう」を実施し

ました。当日は穏

やかな春の陽気の

中、18 名の参加があり、たいけんの里を出発。八

国山周辺の野草を観察しながら、食べられそうな野

草を発見。採取した野草は、クローバー、タンポポ、

　　　　　　　　　　　　

　

　ふるさと昔がたりは、

各人が持ち寄った民話や

伝承、特に東村山にまつ

わるお話を、地元の言葉

を学習しながら、お互い

に語り合う活動です。毎月第２・４水曜日の２回集

まって発表しています。

ふるさと昔がたり　５月の予定

   12 日（水）14:00~15:30

   26 日（水）14:00~15:30

                        　　　北山小学校３・４年生と一

緒に、畑を開墾するところ

からはじめて、サツマイモ

づくりに挑戦しました。今

年もサツマイモを育てるべ

く、畑を広げるための開墾

作業と、畑の耕作を開始しました。

　また、アート＆クラフト部会と協力して、体験学

習用の「藍」の種を蒔きました。畑耕作部会では作

業を一緒にできる方を大募集しています！

畑耕作　４・５月の予定

　４月 25 日（日）畑耕作部会打ち合わせ 13:30~

　５月中　北山小学校３・４年生サツマイモづくり

　　　30 日（日）畑耕作部会打ち合わせ 13:00~
　　　　　　　　　　　

　革細工部会では、５月の

ほんかく体験「革ストラッ

プづくり」に向けての材料

の準備と、実際にストラッ

プづくりの練習を行って

います。今回のストラップは刻印を打つだけでなく、

着色をするため、その手順や色合いについてメンバー

で確認しながら練習し、色とりどりのストラップを

作ることができました。

革細工　５月の予定

　２日（日）革ストラップづくり　 10:00~12:00

  20 日（木）ブックカバーづくり　 10:00~12:00

　去る３月 14 日（日）に、

ほんかく体験「春の草花

染め」を行いました。今

回は絹のスカーフを、梅

の木を使って染めました。参加者は 10 人。まず講

師の先生より草木染めの基本を教わり、絹のスカー

フに模様がつくよう絞りを施し、好みの色となる媒

染液を選び、染め上げ、素敵なスカーフをつくるこ

とができました。

　また、「八国山の百色」を目指したサンプル染め

を引き続き行っております。

草木染め　５月の予定

　９日（日）・20 日（木）11:00~16:00
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は ち っ メ ト よ
自然部会

アート＆クラフト部会

伝統文化部会

考古部会（下宅部遺跡を育てる会）　（「みんなでつくろう！下宅部遺跡はっけんのもり」通番 103号）

ガイド部会

ニワトコ、ノゲシ、ヨモギ。これをたいけんの里に持

ち帰り、天ぷらにして食べました！最初は不安がって

いた参加者ですが、食べてみると「おいしい！」「お

花のついた部分がいい！」と、とても好評でした。やっ

ぱり食べ物イベントは楽しいですね。

自然部会　５月の予定

　１日（土）八国山ガイドウォーク 10:30~/13:30~

　４日（火・祝）春の草花おもちつき大会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　10:00~12:00

  15 日（土）八国山ガイドウォーク 10:30~/13:30~

  30 日（日）活動打ち合わせ 10:00~12:00

　

　八国山や年中行事に関

するおりがみを作成し、

たいけんの里の掲示版に

ディスプレイしています。

現在は５月５日のイベン

トで作成する、いろいろな「兜」のおりがみを練習

しています。

八国山おりがみ・自然クラフト部会　５月の予定

　5 日（水・祝）アニバーサリーイベント

　　　　　　　　カブトおりがみ 10:00~/13:30~

　16 日（日）６月の展示おりがみ 13:30~16:00

広報・記録部会

 　縄文土器づくり部会で

は、縄文時代後期の縄文

土器を、古い順に復元し

ていくことで、スキルアッ

プしていくこととなりま

した。５月２日は「土笛

づくり」をちょこっと体験として行います！

縄文土器づくり　５月の予定

　2 日（日）・13 日（木）13:30~16:00

 　　　　　　　　　　　　

　アンギン編みは、縄文時代

の布などを編んだ技術といわ

れ、現在も「越後アンギン」

などの技法が伝わっていま

す。アンギン編みで、コース

ターやカードホルダーなどの

作品もつくれます。

アンギンづくり　５月の予定

   13 日（木）・22 日（土）13:30~16:00

　日本の歴史公園 100 選

に選ばれている「下宅部遺

跡はっけんのもり」を守る

活動として、清掃・除草作

業を行っています。作業に

は第四中学校の生徒さんも

ボランティアで参加しています。みなさんも遺跡を守

る作業にご協力ください！

はっけんのもり精美　５月の予定

　８日（土）・22 日（土）8:00~10:00

　カゴづくりは、下宅部遺

跡から出土した、縄文時代

のカゴやザルなどの「編組

製品」の復元を目指して、

現在は紙テープを使いなが

ら、籐細工の先生から基本

を教わりながら、カゴを作成しています。

カゴづくり　５月の予定

　23 日（日）籐カゴづくり（予定）13:30~16:00

　たいけんの里のフリーギャラリーのモニターに流

れている映像。これは広報・記録部会のメンバーが

たいけんの里でのさまざまな活動を映像としてまと

めたものです！

　また、「はっちこっく通信」の編集会議を偶数月の

第３日曜日 10 時から行っています。そして通信発行

日にはポスティング作業用の仕分け作業を、毎月発

行日である 20 日（休館日の場合はその直前の日曜日）

に行っています。お手伝いできる方大募集です！

広報・記録部会　５月の予定

　20 日（木）13:30~　印刷仕分け作業　

草木染め　 革細工

八国山おりがみ・自然クラフト

ふるさと昔がたり 畑耕作

縄文土器づくり

はっけんのもり精美

アンギンづくり

カゴづくり

時期でのガイドを目指し、遺跡の学習を行っていま

す。４月 10 日（土）には、ガイド・コミュニケーショ

ン研修として、講師よりレクチャーを受けました。

ガイド部会  ５月の予定

　  2 日（日）歴史学習 10:00~12:00　

　30 日（日）実践練習 13:30~16:00


