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おかげさまで２周年アニバーサリー★イベント開催
　八国山の新緑がまぶしい季節に誕生した「八国山たいけんの里」，そして「下

しも

宅
やけ

部
べ

遺跡はっけんのもり」。

今年の５月でそれぞれ，２歳と７歳の誕生日を迎えます。

　みなさんにたくさんの笑顔と楽しい時をお届けしたく，ゴールデンウィーク中は，開館２周年＋開園

７周年記念「アニバーサリー★イベント」をはじめ，たくさんの体験メニューを用意して，みなさんの

お越しをお待ちしております！　（くわしくは１•２面をごらんください）

八国山たいけんの里×下宅部遺跡はっけんもり

アニバーサリー★イベント
　日　時：５月１日（日）午前１０時３０分〜午後３時

　場　所：（午前）下宅部遺跡はっけんのもり／（午後）八国山たいけんの里

メニュー :

＜下宅部遺跡はっけんのもり＞

10:30 〜 11:30 ＊墨書土器奉納（かわらけ投げ）

11:00 〜 11:30 ＊縄文ジャンボカルタ取り大会

11:30 〜 12:00 ＊紙芝居（縄文少年ヤケベ、嵐よけのお札ほか）

11:00 〜 12:00 ＊火おこし＋縄文スープ

＜八国山たいけんの里＞

12:00 〜 14:00 ＊革ストラップづくり（有料）

13:00 〜 14:30 ＊縄文土器づくり（有料）

13:00 〜 15:00 ＊遺跡展示ガイド

13:30 〜 14:30 ＊じょうもん弓矢大会で景品をゲットしよう！

14:30 〜 15:00 ＊紙芝居（縄文少年ヤケベ、嵐よけのお札ほか）

　開館２周年＊八国山たいけんの里
「人と自然のカンケイ」をテーマとした体験学習施設。

昨年度は約 25,000 人の方にご利用いただきました。

開園７周年＊下宅部遺跡はっけんのもり
　市指定「史跡」，「日本の歴史公園 100 選」にも

　選ばれている，地下に遺跡が眠る遺跡公園。

たいけんの里

はっけんのもり
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連載コラム　はっちこっく図鑑【NO.34】

　

　
　土　偶

　　なさんはたいけんの里にある，バラバラになった土偶のパーツを組み合わせ

て復元する「土
ど

偶
ぐう

パズル」にチャレンジしたことはありますか？パズルには市内

下宅部遺跡から出土した『山
やま

形
がた

土偶』をはじめ，縄文時代を代表する「みみずく

土偶」や「遮
しゃ

光
こう

器
き

土偶」の 3 種類があります。

　さて，そもそも土偶とは，縄文時代に粘土をこねて人や動物をかたどってつく

られた素焼きの焼き物です。土偶には時期や地域によってさまざまな形がありま

すが，女の人，特に妊婦さんを表現したものが多いことから， 一説には子孫の繁

栄や安産などを願ってつくったものと考えられています。こうしたお祈りの要素

を人に似せた道具に込める点では，古代以降の「埴
はに

輪
わ

」や「ひとがた」などにみ

られる呪術や信仰の対象としての「人
にん

形
ぎょう

」の元祖といえます。

　こうした人形は江戸時代以降，人形 浄
じょう

瑠
る

璃
り

などの伝統芸能として発展する一方，

呪術性を保ちながらも玩具としての人形が多く流通するようになります。そして，

明治〜昭和時代にかけて，人形は郷土玩具として収集の対象となっていきます。

郷土玩具の技法をもとに，素材が木や土から金属やプラスチック製品などに変化

するのが，昭和 30 年代以降。キャラクター人形やソフトビニール怪獣人形，グ

リコのオマケなどが登場し，それぞれ現代のフィギュア，ガレージキット・プラ

モデル，食
しょく

玩
がん

などに発展していきます。こうして信仰の対象から収集・愛玩の対

象として変化してきた人形ですが，今でもやはり神秘的な魅力があるといえます。

たいけんの里ではそうした人形の移り変わりが展示してあります。　　　（石川）

み

ゴールデンウィークは
八国山たいけんの里に行こう！

　

＊風薫る琴の演奏会
　　東村山市立第四中学校の箏曲部のみなさんによる琴の演奏会。実際に琴に触れる体験もあります。

　日　時：５月３日（火・祝）第１部　午前１０時３０分〜１１時３０分

　　　　　　　　　　　　　　第２部　午後１時〜２時

＊風ぐるまづくり

　日　時：５月４日（水・祝）午前１０時〜午後３時３０分

＊かぶとのおりがみ　端午の節句にちなんだかぶとの折り紙をつくります。

　日　時：５月５日（木・祝）午前１０時〜午後３時３０分

＊ふるさと昔語り　古くから伝わる東村山周辺の民話のお話会をおこないます。

　日　時：５月５日（木・祝）午後１時３０分〜午後３時３０分

　※会場は、すべてたいけんの里。いずれの体験も無料です。申し込みはいりません。
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はっちこっくメイトだより

自然部会
＊八国山ガイドウォーク

　５月７日（土）・２１日（土）各日１回目 10:30 〜／２回目 13:30 〜

＊定例打ち合わせ　５月２９日（日）10:00 〜 12:00

♦５月の活動予定

伝統文化部会
＊ふるさと昔がたり

　５月１日（日）アニバーサリー

　　　５日（木・祝）ふるさと昔語り 13:00 〜 15:30

　　１１日（水）・２５日（水）14:00 〜 15:30

＊畑耕作

　 ５月１２日（日）9:00 〜 12:00　堆肥入れ

　     ２０日（金）9:00 〜 12:00　サツマ苗植え

　 　　２９日（日）13:00 〜 15:00　定例打ち合わせ

考古部会
＊縄文土器づくり

　５月１日（日）アニバーサリー

　・１２日（木）13:30 〜 16:00

＊アンギンづくり

　５月１２日（木）

　　・２１日（土）13:30 〜 16:00

＊はっけんのもり精美

　５月１４日（土）

　　・２８日（土）9:00 〜 10:30

＊カゴづくり

　５月２２日（日）10:00 〜 12:00

アート＆クラフト部会
＊革細工

　５月１日（日）アニバーサリー

　・１９日（木）10:00 〜 12:00

＊草木染め

　５月８日（日）・１９日（木）

　　　　　　　　11:00 〜 16:00

＊八国山おりがみ

　５月５日（木・祝）かぶとおりがみ

　・１５日（日）13:30 〜 16:00

広報・記録部会
＊仕分け作業

　５月２０日（金）13:30 〜 15:00

ガイド部会
５月４日（水・祝）13:30 〜 16:00

ガイド研修（たいけんの里〜　　

　　　　　　　　ふるさと歴史館）

２８日（土）　13:30 〜 16:00　

　５月は定例活動日以外にも，メイト全体のアニバーサリーイベントや，ほんかく体験があります。



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３（憲法記念日） ４（みどりの日） ５（こどもの日） ６ ７

★アニバーサリー ★琴の演奏会
縄文クラフト

★風車づくり
縄文クラフト

★かぶとおりがみ
★ふるさと昔語り
縄文クラフト

縄文クラフト
弓矢たいけん

メイト全体 ガイド部会 八国山ガイドウォーク

８ ９ 10 11 12 13 14

★動物立体模型
縄文クラフト
弓矢たいけん

縄文クラフト 縄文クラフト 縄文クラフト 縄文クラフト
弓矢たいけん
手こぎトロッコ

草木染め 昔がたり 畑耕作
縄文土器づくり
アンギンづくり

はっけんのもり精美

15 16 17 18 19 20 21

★バードコール
縄文クラフト
弓矢たいけん

縄文クラフト 弓縄文クラフト 縄文クラフト
はっちこっく
通信発行

縄文クラフト
弓矢たいけん

八国山おりがみ 革細工
草木染め

畑耕作

広報仕分
八国山ガイドウォーク
アンギンづくり

22 23 24 25 26 27 28

縄文クラフト
弓矢たいけん

縄文クラフト 縄文クラフト 縄文クラフト ★八国山野あそび
縄文クラフト
弓矢たいけん

カゴづくり 昔がたり はっけんのもり精美
ガイド部会

29 30 31 日　付

縄文クラフト
弓矢たいけん

凡　例
★ほんかく体験
ちょこっと体験

自然部会打合せ
畑耕作打合せ

はっちこっく　　
　　メイトの活動
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５月のたいけんの里イベントカレンダー
テーマは「下宅部遺跡」

ちょこっと体験
＊縄文クラフト（ミニ弓矢づくり or 土器おりがみ or イノシシペーパークラフト）
　 　５月１日（日）〜２９日（日）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！ ５月１４日（土）11:00 〜 12:00/14:00 〜 15:30

ほんかく体験
★アニバーサリー・イベント
　日時：５月１日（日）10:30 〜 15:00

★風薫る琴の演奏会
　日時：５月３日（火・祝）10:00 〜 12:00

★風ぐるまづくり　

　日時：５月４日（水・祝）10:00 〜 15:30 

★かぶとのおりがみ
　日時：５月５日（木・祝）10:00 〜 15:30

★ふるさと昔語り
　日時：５月５日（木・祝）13:30 〜 15:30

★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（祝日は開館）

おやすみ

＜申し込みが必要な体験＞

　申込受付：５月４日（水）午前９時３０分より

★動物立体模型づくり
　日時：５月８日（日）13:00 〜 15:00

　定員：先着 10 名　材料費：100 円

★バードコールづくり
　日時：５月１５日（日）13:00 〜 15:00

　定員：先着 10 名　材料費：200 円

★八国山で野あそび
　日時：５月２８日（土）10:00 〜 12:30

　定員：先着親子 10 組　保険代：100 円

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


