
　みなさんは，１年の感謝をこめて，お世話になっ

た方やお友だちに「年賀状」を出していますか？

　年賀状を出すことが年中行事として定着しはじめ

たのは，明治 20年前後といわれています。その後，

郵便事業の発展とともに，さままざな年賀ハガキの

スタイルが生み出され，今日では家庭用パソコンと

プリンターの普及によって，だれでも手軽にきれい

で素敵な年賀状をつくれる時代になりました。しか

し，インターネットや携帯電話の普及により，電子

メールによる年賀状も多く見受けられるようにな

り，ハガキによる新年のあいさつは，数年前から微

減しているそうです。確かに電子メールはペーパー

レスで地球にやさしい，新しい年中行事の形かもし

れませんが，一方で紙の文化として発達してきた
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　　八国山と
　『武蔵野夫人』

　　本文学史の流れの中で，第一次戦後派と位置づけられる大岡昇平。

その代表作の一つである『武蔵野夫人』の中に，「八国山」という名称は

出てきませんが，「将軍塚」の記述が出てきます。

　ヒロインである道子とその従弟の勉は多摩湖線に乗って狭山丘陵を訪

れます。堰
えん

堤
てい

上から武蔵野台地の大パノラマを見ることができるだろう

と勉は想像していたのに，地形的な要因で期待したほどのものではあり

ませんでした。そして，「丘陵の突端まで行けばあるいは多少の展望が得

られるかも知れない」との思いを抱き，勉は後日その丘陵突端「将軍塚」

を一人で訪れます。しかし，「所沢から秋津，久米川に到る十町ばかりの

森と田圃にすぎ」ず，「勉の地形学的幻想は破られ」ます。その後，彼は「村

山貯水池へ連なる丘の稜線を伝う小径」を歩きますが，「樹は少なく，低

い叢
くさむら

が両側を麓
ふもと

まで蔽
おお

って」いただけでした。木々が生い茂る現在とは

違った植生であったことが窺
うかが

えます。

　読書の秋，『武蔵野夫人』が刊行された 1950 年当時の景色とはかなり

違いますが，一読の後，勉がどんな気持ちだったか想像しながら，八国

山を散策してみるのも面白いかもしれません。　　　　　（歴史館　松崎）

日　　日　　

年賀状であいさつを
年賀状の伝統が薄れてしまい，

少しさみしい感じもします。

　そこで，たいけんの里では，

あえて暖かみが伝わる手作り

の年賀状づくりを提案してい

ます。12 月のちょこっと体験「切り紙年賀状づ

くり」では，来年の干支“ウサギ”をはじめとし

た縁起物などの切り紙を使った年賀状をつくりま

す。また，ほんかく体験「自然でつくろう！葉脈

＆イモ判づくり」では，年賀状にも押せる「お芋

のハンコ」をつくります。

　手作り年賀状で新年のあいさつを出してみませ

んか？

★自然でつくろう！葉脈＆イモ判づくり
日　時：１２月２５日（土）13:30 〜 15:30

  定　員：先着１５名　材料費：１００円

　そこで，たいけんの里では，



【２】

　　　　　はっちこっく通信　第３３号（2010.11.20）　　　　　

はっちこっくメイトだより
◆畑でサツマイモづくり！

　伝統文化部会の畑耕作は，たいけんの里の活

動の中で，お天道様を気にする部門です。今

年はかつて経験したことのない記録的暑さが

続きましたね。サツマイモ畑の様子が気がか

りな夏になりました。

　３月の堆肥天地返しから，今年の作業が始

まりました。あのくっさ〜い臭いがなんだか

うれしいと感じた日でした。大変だったのは

畑面積を広げる“開
かい

墾
こん

”でした。昨年の倍に

しようと始めたのはよかったのですが，土が

硬く，また石やガラも多くて，肩こり，腰痛，

手にまめはできるは，洗濯しても衣服の汚れが

落ちないはで，はたして畑になるだろうかと，

そんな心配さえしたものです。

　この畑プロジェクトは北山小学校とのコラ

ボなので，子どもたちにも石拾いをしてもら

いました。おかげで５月下旬に，サツマイモ

苗の植え付けができました。あとはお芋がで

きて掘るばかり・・・・・・

　じつはここからが本当の畑仕事なのです。雑

草は翌日には芽を出してきます。草取りが欠

かせません。子どもたちや保護者の方々のご

協力もあって，サツマイモはぐんぐんと伸び

てくれました。さあ，茎がどんどん伸びると

光合成でせっかく作った栄養もその茎をもっ

と伸ばすことに使ってしまい，肝心のお芋に

養分がたまってくれません。このあたりで蔓
つる

返しという作業が必要

になります。めちゃく

ちゃ暑かったあの日，

蔓返しをし，水やりを

し，サツマイモは少し

ずつ大きくなってくれ

ました。

　いろんな虫もきたよ

うです。葉っぱにたく

さんの穴があいていま

した。卵からかえった小さなイモ虫も少しずつ

大きくなり，いつのまにか葉の表にも裏にそ

の姿が見えなくなりました。実は畑の土の中

に入いっていたんです。やっとできたお芋を

食べているんですよ。まさしくイモ虫ですね。

　11 月 12 日，晴れの日が続いている暖かい

日でした。北山小学校の子どもたちとイモ掘り

です。畑は学校の分と畑部会の分があり，学校

分を持ち帰って計ってみたらなんと 363kg も

ありました。畑部会の分も加えると 500kg 近

くになります。大豊作でした。

　でも，土が硬かったのでお芋が地中に入って

行けずどんどん太ってしまい，カボチャみた

いになったものもありました。また，地中に

入れない分，地面から出てしまうものもあり，

これがネズミの大好物になってしまいました。

　たくさんとれたお芋は，12 月に北山小学校

の『北山祭』でおいしくいただきます！

　　　　　　　　　（伝統文化部会　金田一）

はっちこっくメイト

各部会の活動予定

考古部会
＊縄文土器づくり

１２月９日（木）

　　・１１日（土）

　　　　　13:30 〜 16:00

＊アンギンづくり

１２月９日（木）

　　・１８日（土）

　　　　　13:30 〜 16:00　

＊はっけんのもり精美

１２月１１日（土）

　　　・２５日（土）

　　　　 　9:00 〜 10:30

＊カゴづくり

１２月２６日（日）　　

　　　　　10:00 〜 12:00

アート＆クラフト部会
＊革細工

１２月５日（日）・１６日（木）

　　　　　　　　　10:00 〜 12:00

＊草木染め

１２月１２日（日）・１６日（木）

　　　　　　　　　11:00 〜 16:00

＊八国山おりがみ

１２月１日（水）・１９日（日）

　　　　　　　　　13:30 〜 16:00
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はっけんのもりの水生生物調査
      　〜第６回水生生物調査　『微小アメンボの写真撮影成功』〜

　「はっけんのもり」ができてから毎年行なっている「復元河道の水生生物

調査」は，今年 8月 21 日（土）に第 6回として，一般参加者も公募して行

なわれました。調査は昨年まで「下宅部遺跡はっけんのもりを育てる会」と「ト

トロのふるさと財団調査委員会」との共催という形で行なわれてきましたが，

「育てる会」が「はっちこっくメイト」に組み込まれた経緯もあり，今回か

らははっちこっくメイト自然部会と考古部会の共催という形をとりました。

〔参加者（敬称略）〕一般参加者は大人 2名，小学生 4名。はっちこっく

メイト５名，たいけんの里職員２名の計 13名。

〔調査方法〕はっけんのもりの復元河道を上流よりA・B・Cの 3区域に分

け，前日夕刻「ビンドウ」を表のとおり，①〜④の 4種類を作成し，セット。

調査当日，その「ビンドウ」を引き上げて種類と数を調査しました。

　その後，参加者それぞれのやり方で，河道に入り生物を採取し，持ち寄り，種類と数を調べました。

　〔調査結果と検討〕

　表のとおりですが，無数に繁殖しているエビについては「ヌマエビ」としました。種まで同定できな

い生物についても表のとおりですが，ただ昨年の調査結果に記録のある「同定できないが，アメンボみ

たいに水に浮かんで行動する 1mmくらいの生物」については今年ネイチャースコープをとおしての写真

撮影に成功した結果，「ケシカタビロアメンボ」に同定しました。

　調査結果では今年もトンボの「ヤゴ」は見つかりませんでしたが，調査中にも水面の上をハグロトン

ボが水面を飛んでいました。参加人員をもっと増やし来年は是非「ヤゴ」を発見したい。（自然部会　石橋）
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伝統文化部会
＊ふるさと昔がたり

１２月８・２２日（水）

　　　　　14:00〜 15:30

＊畑芋フェス２０１０

　１２月４日（土）

　　　　　11:00〜 13:00

＊畑耕作定例打ち合わせ

１２月２６日（日）

　　　  13:00 〜 14:00

自然部会
＊八国山ガイドウォーク

１２月４日（土）　

　　・１８日（土）

　　　　１回目 10:30 〜

　　　　２回目 13:30 〜

＊定例打ち合わせ

１２月２６日（日）　　

　　　　10:00 〜 12:00

広報・記録部会
＊印刷編集会議

　１２月１９日（日）

   　　　 10:00 〜 12:00

＊仕分け作業

　１２月１９日（日）

   　　　 13:30 〜 15:00

ガイド部会
１２月２５日（土）

　　　　　13:30 〜 16:00

みんなでつくろう！　　（通番 110 号）

下宅部遺跡はっけんのもり

「ケシカタビロアメンボ」

・体  長 1.5 〜 2.0mm　

・無翅型…やや細長く黒色  

　が普通であるが，時に褐

　色の固体もある。

・有翅型…前胸背大きく後方

　に突出する。

・池沼，水田など水草のある

　静水の水際部に群生する。

北隆館「原色昆虫大図鑑」より

①ニボシのみ

のビンドウ

②エサのみ

のビンドウ

③ニボシ＋エ

サのビンドウ

④エサなし

のビンドウ

網による捕獲

A ヌマエビ  42 ヌマエビ  23 ヌマエビ  6

アメリカザリガニ  1 トビケラの仲間  1

カワゲラの仲間  1　アメンボの仲間  1

　　　　　　　( ケシカタビロアメンボ )

B ヌマエビ  28

ヌマエビ  11

アメリカザリガニ  5 ヌマエビ  59 ヌマエビ  5 アメリカザリガニ  4

C
ヌマエビ 2

アメリカザリガニ  1 ヌマエビ  1 ヌマエビ  17 ヌマエビ  8

ヌマエビ  多数　アメリカザリガニ  3

ミズムシの仲間  2

表　下宅部遺跡はっけんのもり　水生生物調査結果一覧
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1 ２月のたいけんの里

イベントカレンダー
テーマは「八国山の年越し遊び！」

ちょこっと体験
＊切り紙年賀状づくり
　縁起物や干支をかたどった切り紙で，年賀状

　などのカードをつくります。

　１２月１日（水）〜２６日（日）の開館日　

　 　　　　　  10:30 〜 12:00/14:00 〜 16:00

＊手こぎトロッコにのろう！
１２月１１日（土）

　　　　　　　11:00 〜 12:00/14:00 〜 15:00

＊弓矢たいけん　
　　毎週土・日曜日（雨天中止）
　　　　　　　10:00 〜 12:00/13:30 〜 15:30

ほんかく体験
申込受付：１２月４日（土）午前９時３０分より

 ★親子でつくる本格縄文土器　
　日　時：１２月１１日（土）13:30 〜 15:30

　定　員：先着１０組　材料費：３００円

★クリスマスカードづくり
日　時：１２月１９日（日）13:30 〜 15:30

　定　員：先着２０名　材料費：１００円

 ★和風オーナメントづくり
日　時：１２月２３日（木・祝）13:30 〜 15:30

　定　員：先着１５名　材料費：１００円

 ★自然でつくろう！葉脈＆イモ判づくり
日　時：１２月２５日（土）13:30 〜 15:30

  定　員：先着１５名　材料費：１００円

お申し込み・お問い合わせは…

八国山たいけんの里　☎ 042-390-2161

日 月 火 水 木 金 土

１１/２８ １１/２９ １１/３０ １ ２ ３ ４

切り紙年賀状 切り紙年賀状 切り紙年賀状 切り紙年賀状
弓矢たいけん

八国山おりがみ 八国山ガイドウォーク
畑芋フェス

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

切り紙年賀状
弓矢たいけん

切り紙年賀状 切り紙年賀状 切り紙年賀状

★本格縄文土器
切り紙年賀状
弓矢たいけん
手こぎトロッコ

革細工 昔がたり 縄文土器づくり
アンギンづくり

はっけんのもり精美
縄文土器づくり

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

切り紙年賀状
弓矢たいけん 切り紙年賀状 切り紙年賀状 切り紙年賀状

切り紙年賀状
弓矢たいけん

草木染め 革細工
草木染め

アンギンづくり
八国山ガイドウォーク

１９ ２０ ２１ ２２ ２３（天皇誕生日） ２４ ２５

★クリスマス　　
　カードづくり
  切り紙年賀状

弓矢たいけん
はっちこっく通信発行

切り紙年賀状 ★和風オーナメ
　ントづくり
切り紙年賀状

切り紙年賀状
★葉脈＆イモ判　
　づくり

切り紙年賀状
弓矢たいけん

八国山おりがみ
広報編集・仕分

昔がたり はっけんのもり精美
ガイド部会

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 日　付

切り紙年賀状
弓矢たいけん

★ほんかく体験

カゴづくり
自然部会打合せ
畑部会打合せ

　　メイトの活動　　メイトの活動

おやすみ おやすみ

おやすみ

おやすみ おやすみ

おやすみ おやすみ

おやすみ

年末年始のおやすみ

12月２７日（月）〜2011年１月４日（火）


