
はっちこっく
　　　　　　　通信

発行者：八国山たいけんの里

発行所：八国山たいけんの里

　　　　東村山市野口町 3-48-1　

　　　　　　　☎ 042-390-2161

　　　　　　FAX 042-390-2162

   第 42 号  2011．8．20

【１】

月を，愛でる。
　　　お月見と昔話の夕べ
　伝統文化部会昔語りグループは東村山周辺に伝

わる民話の語りを練習しています。今年は９月の

満月にちかい日に発表会を行うことにしました。

　主に東村山で実際に語られた民話を，はっちこっ

くメイトが練習を積み重ね，発表するものです。

天気がよければ庭で満月を眺めながら，雨天の場

合は屋内で行われます。

　東村山には，先人たちの暮らしの息吹を感じ取

れる素晴らしい民話がたくさん残されています。  

例えば…

　○農民のねがいがにじみ出た民話 

　○子どもに教訓的な民話　

　○信仰や行事など暮らしと関わる民話

などです。　

　それらを伝統文化部会のメンバーが分担して語

りますが，地元の方で，ご紹介いただける昔話が

ございましたら飛び入りも大歓迎です。

　語り終了後の歓談の中で，地元の昔の話や語り

の感想などもお聞かせいただけましたらありがた

いです。

　東村山に新しく移り住んでこられた方には，東

村山の昔の暮らしの様子が解る話も多くあります

し，東村山の伝統文化について語られますので，

参考になることと思います。　

　他の部会のはっちこっくメイトの方々もさわや

かな秋の夕べ，八国山の麓で月を眺めながら，郷

土の昔の文化の香りをしのぶ機会となればと願っ

ています。

　土曜日ですので，お子様連れ大歓迎です。終了後，

おいしい「お月見菓子」も振舞われます。

　八国山の麓で，見て，聞いて，味わって，楽し

い宵を過ごしましょう。（伝統文化部会　両澤）

たいけんの里　お月見関連イベント

★お月見昔がたり（参加費無料，申し込み不要，直接たいけんの里へお越し下さい。）　

　　内　容：お月見しながら昔語りを聞きます。＊お月見菓子サービス（３０名限定）
　　日　時：９月１０日（土）18:00 〜 19:00　（※雨天の場合は屋内で行います。）

　　　　　　　　　　　★お月見だんごづくり（申し込み：9月４日（日）より受付開始）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　内　容：仲秋の名月のお団子づくりをします。
　　　　　　　　　　　　　　　日　時：９月１７日（土）10:00 〜 12:00
　　　　　　　　　　　　　　　定　員：先着 20 名　材料費：200 円
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の保存と活用」

　　⑪下宅部遺跡の保存にいたる経緯その２

　　　〜６回にわたる現地説明会〜　
　下宅部遺跡の発掘調査対象区域は約２万平方メートルもあり，

調査区域を便宜的に北区・東区・中区・西区と分け，年度ごとに

調査を進めました。そして遺跡調査団では，調査の進捗状況を市

民のみなさんと一緒に考えていこうというスタンスで，一つの遺跡としては異例ともいえる６回にわた

る現地説明会を実施しました。

　第１回は 1996 年 11 月 17 日に実施し，主に北区と東区の調査成果について説明をおこない，約 600

名の見学者が訪れました。翌 1997 年には第２回現地説明会を４月 20 日に，主に北区の説明を，また

同年 12月 14 日には第３回を実施。主に古代池状遺構と縄文時代河道の調査成果の説明をおこないまし

た。続く第４回は 1998 年９月 20 日に，中・東区について公開しました。翌 1999 年 11 月 28 日には

第５回現地説明会として，西区の縄文時代後期の水場遺構の調査成果について説明をおこないました。

そして，第６回は 2002 年４月 20 日に実施。西区の縄文時代河道の水場遺構と古代の谷についての説

明と，すでに進行中であった「遺跡公園づくり」の情報も公開し，公園づくりへの参加を呼びかけました。

　現地説明会では，見学者が遺跡の内容をより理解し，学習できるようにとの目的で，毎回パンフレッ

トを作成，配布し，また現地には出土物展示ブースを設け，調査員による説明もおこないました。これ

らの現地説明会は見学者にとっても遺跡を理解する絶好の機会であることはもちろん，考古学専攻の学

生や調査員にとっても，考古学の調査・研究が市民や地域にどのように受け止められているかを知り，

成果を伝えることの大切さや，何のため誰のための調査かを考える，良い機会となりました。（石川）
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みんなでつくろう！　　（通番 117 号）

下宅部遺跡はっけんのもり

連載コラム　はっちこっく図鑑【NO.38】

　

　アメリカ
　ザリガニ

アメリカザリガニは

　ここから全国に

　　広まっていった

（いわせ下関こども広場）

　　い頃，誰でも一度は捕まえたことがあるだろうアメリカザリガニ。たいけん

の里でも入り口の水槽でお客さんをお迎え（？）していました。「アメリカ」と

名がついていることからわかるように，アメリカからやってきたザリガニです。

日本の在来種はアメリカザリガニのように赤くありません。ここは日本なのに，

アメリカザリガニの方が圧倒的に多く，在来種を見たことがある人は少ないです。

　しかし，彼らは遠くアメリカから侵略しに来たのではなく，昭和２年に日本人

が食用として輸入してきたのです。食用といっても人間が食べるのではなく，人

間が食べるウシガエルの餌として持ち込まれました。ウシガエル自身も，アメリ

カから輸入された（大正９年）もので，日本の在来種ではありません。

　双方とも，鎌倉市に作った鎌倉食用蛙養殖場（現在はいわせ下関こども広場）

に導入されたのですが，大雨で養殖場の水があふれ，外へ逃げてしまい，日本の

自然の中に溶け込んでいったといわれています。実際にはそんなことはないので

しょうが，彼らの祖先がはるばる鎌倉の養殖場から脱走して，えっちらおっちら

鎌倉街道を北上して東村山まで来た姿を想像すると，なんだか滑稽に感じます。

歴史館（松崎）

幼

第３回現地説明会での池状遺構の見学のようす
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はっちこっくメイトだより

自然部会★残暑がきびしいので八国山で涼もう！

＊八国山ガイドウォーク

　９月３日（土）・１７日（土）各日１回目 10:30 〜／２回目 13:30 〜

＊定例打ち合わせ　９月２５日（日）10:00 〜 12:00

♦９月の活動予定♦　はっちこっくメイト全体会９月 10 日（土）開催！
　　　　　　　　　　　　　　　時間：13:30 〜 15:30　　内容：今後の予定と意見交換

伝統文化部会
＊ふるさと昔がたり★お月見昔がたり、いよいよ本番。

　「お月見昔がたり」

　９月１０日（土）18:00 〜 19:00

　「定例会」９月１４日（水）・２５日（日）・２８日（水）13:30 〜 15:30

＊畑耕作★サツマイモだけではなく，いろいろ植えています。

　９月２５日（日）13:00 〜 15:00　定例打ち合わせ

考古部会
＊縄文土器づくり★縄文時代後期の「安行式」土器づくりに挑戦中！

　９月８日（木）９日（金）13:30 〜 16:00

＊アンギンづくり★麻の繊維を紡ぎだし，糸に仕立てています。これを使ってのアンギン編み。

　９月８日（木）・１７日（土）13:30 〜 16:00

＊はっけんのもり精美★雨が降ったら翌日に順延だよ。みんな水筒もって参加してね！

　９月１０日（土）・２４日（土）7:00 〜 8:30

＊カゴづくり★遺跡から見つかったカゴを復元します。

　９月２５日（日）10:00 〜 12:00

アート＆クラフト部会

＊革細工★パスケースづくりを実施！

　「革のパスケースづくり」

　９月４日（日）13:30 〜 16:00

　９月１５日（木）10:00 〜 12:00

＊草木染め★八国山周辺の草木染め体験。

　９月１１日（日）・１５日（木）

　　11:00 〜 16:00

＊八国山おりがみ★秋にふさわしい作品づくり。

　９月７日（水）・１８日（日）

　　13:30 〜 16:00

広報・記録部会
＊仕分け作業
　★ポスティング用仕分け作業。

９月１９日（月・祝）

　13:30 〜 15:00

ガイド部会
＊市バス研修見学会
　★市バスで，狭山丘陵周辺の遺跡

や博物館を見学します。

９月２４日（土）

　9:00 〜 16:00　

※日程は都合により急きょ変更する場合がございます。詳しくはたいけんの里へご確認ください。



月 火 水 木 金 土 日

8/29 8/30 8/31 １ ２ ３ ４

楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

★革のパスケース
楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

八国山ガイドウォーク 革細工

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ ★お月見昔がたり
楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん
手こぎトロッコ

楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

八国山おりがみ 縄文土器づくり
アンギンづくり

縄文土器づくり はっけんのもり精美
メイト全体会

草木染め

12 13 14 15 16 17 18

楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ ★お月見だんごづくり
楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

昔がたり 革細工
草木染め

八国山ガイドウォーク
アンギンづくり

八国山おりがみ

19（敬老の日） 20 21 22 23（秋分の日） 24 25

楽器＆ぶんぶんコマ
はっちこっく

通信発行

楽器＆ぶんぶんコマ ★コマ地図ハイク
楽器＆ぶんぶんコマ

楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

楽器＆ぶんぶんコマ
弓矢たいけん

広報仕分 はっけんのもり精美
ガイド部会

（研修見学会）

カゴづくり
昔がたり

自然部会打合せ
畑部会打合せ

26 27 28 29 30 日　付

楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ 楽器＆ぶんぶんコマ 凡　例
★ほんかく体験
ちょこっと体験

昔がたり はっちこっく
メイトの活動
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９月のたいけんの里

イベントカレンダー
ちょこっと体験

＊いろいろ楽器展示＆体験
　１日（木）〜 30 日（金）の開館日

＊ぶんぶんコマづくり
　１日（木）〜 30 日（金）の開館日

＊弓矢たいけん
　毎週土・日曜日 10:00 〜 12:00/13:00 〜 15:00

＊手こぎトロッコにのろう！
　９月 10 日（土）11:00 〜 12:00/14:00 〜 15:30

ほんかく体験

＜８月 24 日（水）より受付＞

★革のパスケースづくり
　内　容：革を使ったパスケースをつくります。
　日　時：９月４日（日）13:30 〜 16:00
　定　員：先着 10 名　参加費：200 円

＜９月４日（日）より受付＞

★お月見だんごづくり
　内　容：仲秋の名月のお団子づくりをします。
　日　時：９月１７日（土）10:00 〜 12:00
　定　員：先着 20 名　材料費：200 円

★コマ地図ハイク
　内　容：地図をヒントに八国山を散策します。
　日　時：９月２３日（金・祝）10:00 〜 12:30
　定　員：先着 10 名　保険代：100 円

＜申し込み不要＞

★お月見昔がたり
　内　容：お月見しながら昔語りを聞きます。
　日　時：９月１０日（土）18:00 〜 19:00

★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）


