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連載コラム　はっちこっく図鑑【NO.32】

　

　　タンポポ

　　　（キク科タンポポ属）

　　〜るがきた は〜るがきた ど〜こ〜に〜きた〜♪こんな一節で

始まる歌がありますが，このはっちこっく通信が発行されるころ，

暦のうえでは降る雪が雨に変わり，雪が溶け始める頃という意味の

『雨水』といい，一雨降るごとに，しのび寄る春の気配に草木も萌

え出る準備を始めます。

　タンポポ属の「カントウタンポポ」もそんな草木のひとつです。

カントウタンポポは，種を飛ばし終えると，地上部分の葉が枯れ，

地下部分は土の中で春まで休眠します。そしてまた春の気配を感じ

ると，太陽の光をたくさん浴びられるように根出葉といわれる葉を

地面に広げます。この葉を地面に広げた様子をバラの花から由来す

る『ロゼット』と呼びます。

　たまには原っぱに大の字に寝ころんで『ロゼット』のように早春

の日差しを浴びると，太陽の暖かさを身近に感じられるかもしれま

せん。（たいけんの里　村松） 

は

八国山で里山の春さがし
　厳しい冬を乗り越えてこ

そ感じる春の暖かさ。八国

山にも春の息吹が聞こえて

きました。特にたいけんの

里園内にある畑では，春の

訪れとともに，はっちこっ

くメイトの伝統文化部会「畑

グループ」による耕作が始

まります。

　まず，春の作業は堆肥を

きり返すことから始まります。

　秋から冬に集めて発酵させた落ち葉の分解さ

れるエネルギーを感じながら堆肥をきり返し，

そして冬の間に固くなった畑の土へ堆肥を入れ，

土を起こし，畑を耕します。ときには，固くな

りすぎた土に悪戦苦闘し，作物が育つのに邪魔

な瓦礫もとり除きながら耕していきます。

　そうして土を作物の育ちやすい環境に整えた

ら，いよいよ種まき・苗の植付けです。今年の

作物は，昨年に引き続き小学校といっしょに育

てるサツマイモに加え，見て楽しめる草花や豆

などの雑穀類を計画しています。また新たな畑

の季節が始まります！
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はっちこっくメイトだより

　はっちこっくメイト考古部会「はっけんのもり精

美」では，下宅部遺跡保存区域である「下宅部遺跡

はっけんのもり」を守り，育む目的のもと，毎月第２・

４土曜日の午前中に清掃・除草活動を行っています。

　はっけんのもりは今年で７年目を迎えました。４

〜５年前の平成 18・19 年頃は，高台やその裾野（土

器の野焼きを行う場所），オニグルミのある場所周

辺は，クローバーや雑草で覆われており，月２回の

清掃では取りきれない状況でした。この状況から脱

するためには，単に月２回の草取りでは間に合わな

いと思い，以後，用事がある場合を除き，精美作業

をさせて頂いております。

　会社に勤めていたので，朝の５〜６時頃から１〜

２時間の草取り。この定期清掃以外のお手伝いに，

はっちこっくメイトの阿由葉さんが参加して下さ

り，また歴史館で契約されているシルバー人材セン

ターの清掃も加わり，今に至っています。

　はっけんのもりの管理を真剣に行う背景には，

はっけんのもりが「日本の歴史公園 100 選」の１つ

に数えられているからです。この栄誉ある称号にふ

さわしい公園にしたいと思っています。まるっきり

自然を残すか？または，奇麗に管理された公園にす

るか常に頭をよぎります。しかし，自然といって不

衛生（犬の糞尿，ごみの不法投棄など）な原生林の

ようでは，保育園児や子どもたちが安心して遊べ，

太陽いっぱいの休憩・休息する場所にはなりません。

公園をまずは衛生的な維持・管理，その上で日本一

の遺跡公園，東村山の観光名所として位置づけたい

です。

　平成 22 年 12 月末，はっけんのもりのクローバー

は , はっちこっくメイト考古部会と第四中学校の中

学生の方々のお陰で全部取り終わりました。それま

では毎年，春までに草取りをしてもクローバーは取

りきれず，一斉に芽が吹き出し，落胆していました。

今年は，念願の５〜６年前と同じクローバーのない

冬を迎え，「クローバーの草取りの無い日々とはこ

ういうものか」を体験している今日この頃です。

　今後の作業には，芝の枯葉の刈り込み（火災防止），

カラスノエンドウ（雑草）の除去，園内の川の落ち

葉さらい，落ち葉掃き，復元池状遺構内の草（ドク

ダミ，スギナ等）の根っこ取り，芝の禿げた部分の

補修（道路に延び出た芝を使用），植木剪定，スズ

メノカタビラ（雑草取り）があります。まだまだ色々

な仕事や課題があります。

　最後に，草取りの効果は行う人にもあります。体

力維持や太陽を受けビタミン D 増強（骨密度），鳥

と友だちになれ癒されます（ジョウビタキ，ハクセ

キレイなど慣れて手元に来ます）。ぜひ，草取り体

験をしてはいかがでしょうか。余暇活用希望の方お

待ちしております。　（考古部会　山中）

はっちこっくメイト各部会の活動予定
★メイト意見交換会：３月６日（日）午後２時よりふるさと歴史館で実施

伝統文化部会
＊ふるさと昔がたり

　３月９日（水）　　　　

　　　14:00 〜 15:30

＊畑耕作定例打ち合わせ

　３月２７日（日）

　　　  13:00 〜 14:00

考古部会
＊縄文土器づくり

　３月１０日（木）

　　　　13:30 〜 16:00

＊アンギンづくり

　３月１０日（木）

　　・１９日（土）

　　　　13:30 〜 16:00　

＊はっけんのもり精美

　３月１２日（土）

　　※作業後打合せ

　　　・２６日（土）

　　　　 9:00 〜 10:30

＊カゴづくり

　３月２７日（日）　　　

　　　　10:00 〜 12:00

♦「はっけんのもり」精美作業をかえりみる

「日本の歴史公園 100 選」の称号を大事に、そして奇麗に清掃するご協力をお願いします！



  

　シリーズ「下
しも

宅
やけ

部
べ

遺
い

跡
せき

の保存と活用」      

　⑧遺跡保存のあゆみ〜近年の文化財保護の動向（２）

　80 年代後半から続いたバブル経済期の大規模開発に伴い，発掘件数も増加の一途をたどります。こ

うした状況から，行政だけでなく，「埋蔵文化財センター」のような恒常的な発掘機関の設置，さら

に民間の発掘支援会社が登場するなど，開発を推進する体制が充実します。1988（昭和 63）年の奈

良そごう建設予定地から発見された「長
なが

屋
や

王
おう

邸宅跡問題」は，バブル経済期の過剰開発により遺跡が

破壊されていく，この時期の状況を象徴しています。

　一方で 1989（平成元）年，「ふるさと歴史の広場事業」が開始され，遺跡は史跡整備され，観光や

地域振興などの要素として考えられるようになり始めます。1994（平成６）年の青森県三内丸山遺跡

の保存と史跡公園整備は，観光資源として活用されている遺跡の代表といえます。こうした潮流は，

現在の「世界遺産」の暫定リストに，2009（平成 21) 年には　「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」

が，また 2010（平成 22）年には仁徳天皇陵などの「百
も ず

舌鳥・古
ふるいち

市古墳群」がそれぞれ名乗りをあげ

ていることにつながっているといえます。

　また，90 年代後半，バブル経済が崩壊し，現在も続く不況の影響からの厳しい財政状況下で，1995（平

成７）年には「文化行政の現状と課題」の勧告，1997（平成９）年の「出土品の取扱いについて」の通知，

1999（平成 11）年の「文化財保護法」の改正，2000（平成 12）年の「埋蔵文化財の本発掘調査に

関する積算標準について」，「埋蔵文化財の発掘調査に関する事務の改善について」の通知，2003（平

成 15) 年「出土品の保管について」の通知などが相次いで出されます。これらの通知類は，地方分権

による国から地方自治体への権限委譲や発掘調査の迅速化，事務の簡素化，出土遺物の取り扱い，発

掘費用のあり方や積算基準の設置など，文化財保護行政の体制の変化を促しました。これは深刻な不

況がもたらした社会変化に応じた発掘のあり方を模索し，発掘の現代社会での位置づけを明確にする

必要が生じた結果といえます。

　また，遺跡の保存運動に関しても，厳しい財政状況から公有地化等の方法が難しい中，以前にも増

して都市計画や自然環境保全など様々な要素と有機的に結びついた，各地域に根ざした取り組みが続

けられています。しかし，2000（平成 12）年，「前期旧石器発掘ねつ造問題」が発生し，考古学，埋

蔵文化財保護行政に対する不信感が全国をおそいました。遺跡保存運動にも大きな影響を与えた，前

代未聞の大事件が起こったのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史館　石川）
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自然部会
＊八国山ガイドウォーク

　３月５日（土）・１９日（土）

　　　１回目 10:30 〜

　　　２回目 13:30 〜

＊定例打ち合わせ

　３月２７日（日）　　　　　　

　　　　　　　10:00 〜 12:00

アート＆クラフト部会
＊革細工

　３月６日（日）・１７日（木）　

　　　　　　　10:00 〜 12:00

＊草木染め

　３月１３日（日）・１７日（木）

　　　　　　　　11:00 〜 16:00

＊八国山おりがみ

　３月２日（水）・２０日（日）

　　　　　　　　13:30 〜 16:00

広報・記録部会
＊仕分け作業

　３月２０日（日）

　　13:30 〜 15:00

ガイド部会
　３月２６日（土）

　　13:30 〜 16:00

みんなでつくろう！　　（通番 113 号）

下宅部遺跡はっけんのもり
下宅部遺跡出土　
木製容器未成品



日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３ ４ ５

おひなさま
おりがみ

おひなさまおりがみ おひなさまおりがみ おひなさまおりがみ
弓矢たいけん

八国山
おりがみ 八国山ガイドウォーク

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

おひなさまおりがみ
弓矢たいけん

おひなさま
おりがみ

おひなさまおりがみ おひなさまおりがみ おひなさまおりがみ
弓矢たいけん
手こぎトロッコ

革細工
メイト意見交換会

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

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

おひなさまおりがみ
弓矢たいけん

ユニット
おりがみ

ユニットおりがみ ユニットおりがみ ★自然観察と草木染め
ユニットおりがみ
弓矢たいけん

草木染め 革細工
草木染め

八国山ガイドウォーク
アンギンづくり

２０ ２１（春分の日） ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

★自然観察と草木染め
ユニットおりがみ
弓矢たいけん

はっちこっく通信発行

★バードコール
づくり

ユニット　　
おりがみ

ユニットおりがみ ユニットおりがみ ★葉痕と新芽の観察会
ユニットおりがみ
弓矢たいけん

八国山おりがみ
広報仕分

はっけんのもり精美
ガイド部会

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ４/１ 日　付

ユニットおりがみ
弓矢たいけん

ユニット
おりがみ

ユニットおりがみ 凡　例
★ほんかく体験
ちょこっと体験

カゴづくり
自然部会打合せ
畑部会打合せ

はっちこっく　　
　　メイトの活動
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3 月のたいけんの里

イベントカレンダー
テーマは「里山発見！」

ちょこっと体験
＊おひなさまおりがみ
　　　３月２日（水）〜１３日（日）の開館日　

＊ユニットおりがみ
　　おりがみをブロックのように組み

　あわせて、お花などをつくります。

　　３月１６日（水）〜３１日（木）の開館日

＊弓矢たいけん　
　　毎週土・日曜日（雨天中止）

＊手こぎトロッコにのろう！　
　　３月１２日（土）11:00 〜 /14:00 〜

ほんかく体験
申込受付：３月５日（土）午前９時３０分より

 ★自然観察と草木染め
　東大和市立郷土博物館と共催で，自然観察と
　採取した植物を使って草木染めを行います。
　日時：３月１９日（土）・２０日（日）
　　　　　9:30 〜 12:00
　定員：先着１０組　材料費：３００円
　場所：19 日＊東大和市立郷土博物館
　　　　　20 日＊八国山たいけんの里

 ★バードコールづくり　

　鳥の鳴き声の出る楽器を作ります。
　日時：３月２１日（月・祝）10:00 〜 12:00
  定員：先着１０名　材料費：２００円

 ★葉
よう

痕
こん

と新芽観察
　葉っぱや新芽を探しながら，早春の八国山　
　周辺を歩きます。
　日時：３月２６日（土）10:00 〜 12:00 
　定員：先着１５名　保険料：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
開館時間　午前９時３０分〜午後５時　

　　　  休 館 日　 毎週月・火曜日

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

おやすみ おやすみ


