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連載コラム　はっちこっく図鑑【NO.33】

　

　
　北 川

　　いけんの里のすぐ南を流れている「北川」は，別名「後
うしろがわ

川」と呼ばれ，一

説には正福寺の後ろ，野口３・４丁目の小字名「後
うしろ

」からついたとされます。

　川の上流は「多摩湖（村山貯水池）」となっており，現在は堤防からの「十二

段の滝」が源流ですが，かつての北川は湖底となった谷を流れていました。そ

の最も上流，現在の東大和市の上貯水池付近では「石川」，下流の下貯水池から

東村山市にかけての宅
やけ

部
べ

郷では「宅
やけ

部
べ

川
がわ

」と呼ばれていました。

　市内では八国山緑地に沿うように流れ，前川と合流し二
ふた

瀬
せ

川
がわ

となって 300 ｍ

ほど流れ柳
やな

瀬
せ

川
がわ

に注ぎます。東村山音頭の５番でも「♪こえて逢う瀬を また二

瀬川〜♪」とうたわれています。

　この北川と人との関わりは古く，多摩湖町で発掘された「下
しも

宅
やけ

部
べ

遺跡」からは，

縄文時代や古墳時代の北川の流れ跡が発見されました。当時の川は，日々のく

らしを支える「水
みず

場
ば

」であり，水を利用した痕跡を示す，護岸を目的とした木

材や杭，水にさらしていた植物，解体した動物の骨などが出土しました。

　悠久の歴史とともに流れ続けている北川。この川をきれいに守り，美しい流

れを未来に残していきたいですね。　　　　　　　　　　　（歴史館　石川） 

た

サポートボランティア　はっちこっくメイト募集
　たいけんの里では，活動を共にする「はっち

こっくメイト」の皆さんが活躍しています。

　はっちこっくメイトは，たいけんの里の事業

のサポート活動を行うボランティア組織です。

「自然」「考古」「アート＆クラフト」「伝統文化」「広

報・記録」「ガイド」の６つの部会から成り立ち

ます。各部会では毎月，たいけんの里を利用し

たサークル的な定期活動を実施し，たいけんの

里で行われるたいけんイベントやガイドにむけ

て，仲間と楽しみながらスキルアップにつなが

る活動をおこなっています。その技術を用いて，

たいけんの里を訪れるお客様を「おもてなし」

していただいています。

　そんな楽しい雰囲気のなかボランティアとし

て活動しているはっちこっくメイトの平成２３

年度の会員を募集いたします。

はっちこっくメイトガイダンス

　新規に入会希望の方はガイダンスに

　ご参加ください。

日時：2011 年４月８日（金）または 10 日（日）

　　　午前 10 時〜 11 時

＊どちらかの日程にご出席ください

場所：八国山たいけんの里　ボランティアルーム

＊各部会のくわしい活動内容や活動日は，　　

２〜３ページの「はっちこっくメイトだより」　

をご覧ください！



考古部会 ( 下宅部遺跡を育てる会）
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はっちこっくメイトだより

自然部会
　八国山周辺をフィールドとして，四季折々，気の向くままに自然観察を行う部

会です。毎月第１・３土曜日には「ガイドツアー」として，来館者の方と一緒に

散策にでかけます。また，毎月１回，ほんかく体験としてネイチャーゲームやテー

マ別の自然観察会を行い，八国山の自然を満喫しています。

４月の予定

＊八国山ガイドウォーク

　４月２日（土）・１６日（土）各日１回目 10:30 〜／２回目 13:30 〜

＊定例打ち合わせ　４月２４日（日）10:00 〜 12:00

＊縄文土器づくり
　実際に出土した土器をお手

本に，縄文時代の土器の復元

を目指して，毎月第１日曜・

第２木曜日に活動しています。

　また，親子土器教室などで

土器づくりを教えたり，遺跡

現地で土器を焼き上げる「野
焼き」も実施しています。

４月の予定
４月３日（日）・１４日（木）13:30 〜 16:00

＊アンギンづくり
　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，

コースターなどの作品をつく

るほか，今年度から麻糸を紡

ぎだし，その糸を使った編み

物に挑戦します。毎月第２木

曜・第３土曜日に活動中です。

４月の予定
４月１４日（木）・１６日（土）13:30 〜 16:00

＊はっけんのもり精美
　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，毎月第２・４土曜日

に清掃・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！

４月の予定
　４月９日（土）・２３日（土）9:00 〜 10:30

＊カゴづくり
　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，籐細工の先生から基本を

教わりながら，毎月第４日曜

日にカゴを作成しています。

４月の予定
　４月２４日（日）10:00 〜 12:00

ガイド部会
　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。一番お客さんが多い６月の「北山公園菖蒲まつり」と，11月の「東

京文化財ウィーク」の時期でのガイドを目指し，遺跡や考古学，東村山の歴

史の学習を毎月１回，第４土曜日に行っています。

　また，各地の遺跡や博物館などに研修見学会にも出かけ，見聞を広めてい

ます。

４月の予定　４月２３日（土）13:30 〜 16:00

♦新メンバー募集中！　はっちこっくメイト各部会の紹介
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伝統文化部会
＊ふるさと昔がたり
　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。

　また，イベントでは紙芝居の実演なども行っています。

４月の予定　４月１３日（水）・２７日（水）14:00 〜 15:30

＊畑耕作
　北山小学校３・４年生と一緒に，畑を開墾し，サツマイモづくりを行ってい

ます。落ち葉の堆肥づくりもおこない，作物の種類も増やす計画です。

　また，アート＆クラフト部会と協力して，体験学習用の植物を育てるなどの

取り組みも行っています。畑の作業を一緒にできる方を大募集しています！　

４月の予定　＊畑おこし　４月１４日（木）・１５日（金）
　　　　　　＊定例打ち合わせ　４月２４日（日）13:00 〜 14:00

アート＆クラフト部会

＊革細工　
　縄文時代の狩猟をヒントに，動物の革を用いた作品づくりと，革ストラップ

づくりや干支のマスコットづくりといったほんかく体験の指導を目指した技術

力アップの活動を行っています。毎月第１日曜・第３木曜日に集まって活動し

ています。革細工は専門の用具を使うことが多いので，たいけんの里で革細工

にチャレンジしてみませんか。　

４月の予定　４月３日（日）・２１日（木）10:00 〜 12:00

＊草木染め

　八国山周辺の植物を用いた草木染めを，毎月第２日曜・第３木曜日に行って

います。当面の目標であったサンプル染め「八国山の百色」を達成し，今年はじっ

くりと植物と向き合った染めを目指します。

　また，畑耕作グループ協力のもと，園内畑で染料となる植物を育てることに

もチャレンジしています。

４月の予定　４月１０日（日）・２１日（木）11:00 〜 16:00

＊八国山おりがみ＋自然クラフト
　八国山や年中行事に関するおりがみを練習し，作品づくりを毎月第１水曜・

第３日曜日に行っています。完成した作品の一部はたいけんの里の掲示版にディ

スプレイしています。また，自然素材を用いた工作にも挑戦しています。

４月の予定　４月６日（水）・１７日（日）13:30 〜 16:00

広報・記録部会
　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日曜日に行っています。

そして，通信発行日にはポスティング用の仕分け作業を，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！

４月の予定
＊編集会議４月１７日（日）10:30 〜 12:00 ＊仕分け作業４月２０日（水）13:30 〜 15:00



日 月 火 水 木 金 土

日　付 １ ２

凡　例
★ほんかく体験
ちょこっと体験

押し花しおりづくり 押し花しおりづくり
弓矢たいけん

はっちこっく　　
　　メイトの活動

八国山ガイドウォーク

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

押し花しおりづくり
弓矢たいけん

押し花しおりづくり 押し花しおりづくり 押し花しおりづくり 押し花しおりづくり
弓矢たいけん
手こぎトロッコ

革細工
縄文土器づくり

八国山おりがみ ガイダンス はっけんのもり精美

10 11 12 13 14 15 16

押し花しおりづくり
弓矢たいけん

押し花しおりづくり 押し花しおりづくり 押し花しおりづくり 押し花しおりづくり
弓矢たいけん

ガイダンス

草木染め
昔がたり 縄文土器づくり

アンギンづくり

畑おこし

畑おこし 八国山ガイドウォーク
アンギンづくり

17 18 19 20 21 22 23

押し花しおりづくり
弓矢たいけん

押し花しおりづくり
はっちこっく通信

発行

押し花しおりづくり 押し花しおりづくり ★春の野草さがし
押し花しおりづくり

弓矢たいけん

広報編集
八国山おりがみ

広報仕分 革細工
草木染め

はっけんのもり精美
ガイド部会

24 25 26 27 28 29（昭和の日） 30

★歴史陽だまり
散歩

押し花しおりづくり
弓矢たいけん

押し花しおりづくり 押し花しおりづくり ★春のタネまき
押し花しおりづくり

押し花しおりづくり

カゴづくり
自然部会打合せ
畑部会打合せ

昔がたり
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４月のたいけんの里

イベントカレンダー
テーマは「お花」

ちょこっと体験
＊押し花しおりづくり
　　 ４月１日（金）〜 30 日（土）の開館日　

＊弓矢たいけん　
　  毎週土・日曜日（雨天中止）

　 10:00 〜 12:00 ／ 13:00 〜 15:00

＊手こぎトロッコにのろう！　
　  ４月９日（土）11:00 〜 12:00/14:00 〜 15:30

ほんかく体験
申込受付：４月６日（水）午前９時３０分より

 ★春の野草さがし

　八国山周辺の春の野草を観察し，食べられ
る野草を見つけます。
　日　時：４月２３日（土）
　　　　　　10:00 〜 12:00
　定　員：先着１５名
　保険料：１００円

★歴史陽だまり散歩「縄文の森〜鎮守の森」　
　狭山丘陵いきものふれあいの里センターと共催で，八国山から鳩峰八幡神社まで，トトロ
の森を歩きます。
　日　時：４月２４日（日）9:30 〜 14:30 　　定　員：先着１０名
　保険料・資料代：２００円　　持ち物：お弁当／水筒／動きやすい服装・靴

★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

★春のたいけんの里タネまき
（申し込み不要）

　園内にタネまきをしてグリーンカーテンをつくります。
　日時：４月２９日（祝）13：30 〜 16：00

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


