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おかげさまで 3 周年アニバーサリー★イベント開催  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八国山たいけんの里は 
おかげさまで 3 周年 

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３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
ぼくしょ

土器奉納（かわらけ投げ） 

10:30 ～11:30  デコレーションシール 

11:00 ～11:30  縄文ジャンボカルタ取り大会 

11:00 ～12:00  火おこし＋縄文スープ 

11:30 ～12:00  じょうもん紙芝居 

＜八国山たいけんの里＞ 

13:00 ～15:00  遺跡展示ガイド 

13:00～/14:00～ 勾
まが

玉づくり（各回先着 10 名・300 円） 

13:30 ～14:30  じょうもん弓矢大会 

14:30 ～15:00  じょうもん紙芝居 

  

 

●どんぐりトトロづくり   ●ユニットおり紙   ●八国山おり紙  ●お花しおりづくり（春） 

●飛ぶ種づくり（春・秋） ●切り紙（夏・冬）  ●葉っぱのスタンプ（秋・冬） 

【有料たいけん】  

第 50号 2012.4.20 

「はっちこっく通信」は本号で 50 号と

なりました。さらに，今年の５月で「八国

山たいけんの里」は開館３周年，「下宅部
し も や け べ

遺跡
い せ き

はっけんのもり」は開園８周年を迎え

ます。 

八国山たいけんの里  東村山市野口町３-４８-１℡042-390-2161 

＜アクセス＞西武線西武園駅下車徒歩 10分（北山小学校西どなり）＊駐車場はございません 

みなさまにたくさんの笑顔と楽しい時

間をお届けしたく，ゴールデンウィーク中

は，八国山たいけんの里と下宅部遺跡はっ

けんのもりで「アニバーサリー★イベン

ト」などを開催します。たくさんの体験メ

ニューを用意して，みなさまのお越しをお

待ちしております！  

 

 

みなさまの参加をお待ちしております 

 

八国山たいけんの里 

 

下宅部遺跡はっけんのもり 
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「東村山考古学ボランティア養成連続講座」受講者募集！ 
日 時：５月 26 日（土）より全 6 回，いずれも午後１時 30 分から午後４時 30 分 

 資料代：1000 円（全 6 回の資料代・材料代） 会場：東村山ふるさと歴史館（5/26，7/14）、八国山たいけんの里 

申込み：直接又は電話、電子申請（市のホームぺージの「電子申請」からアクセス）に，「東村山考古学 

学ボランティア養成連続講座」受講希望・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し， 

ふるさと歴史館（電話 042-396-3800）へ。 

日 程 内 容 日 程 内 容 

5/26(土) 下宅部遺跡概説 狭山丘陵の自然と歴史 8/25(土) 縄文土器講座 縄文土器づくり（実技） 

6/30(土) 考古学の基本 遺跡の保存と活用・現地見学 9/22(土) 縄文時代の編組製品講座 カゴ作り・アンギン編み（実技） 

7/14(土) 東村山の原始・古代 縄文ウルシ特論 10/6(土) ガイド接遇研修  

 
 

シリーズ「下
しも

宅
やけ

部
べ

遺
い

跡
せき

の保存と活用」 

⑰市民参加の遺跡公園づくり その４ 

 下宅部遺跡公園づくりワークショップの取り組みを

経て，遺跡公園完成後の運営を視野に入れた，自主的

な活動を行なう組織として「しもやけべ遺跡公園を育

てる会（以下育てる会）」が立ち上りました。2002

年５月の第１回育てる会を皮切りに，毎月１回、第３

土曜日を活動定例日として開始しました。 

 参加市民から何名かの「世話人」が選ばれ，歴史館

職員とともに「世話人会」として会は運営されるよう

になりました。また，参加者も徐々にいろいろな役割

（会の司会や受付，資料作成，ニュースの印刷・配布

等） を担っていく仕組みとなっていきました。 

 また，2002年度は都住宅局が設計業者に公園の基

本設計を委託する年でもありました。そこで育てる会

では前年のワークショップで描いた構想をより具体化

するための検討を行ない，設計業者を交えて意見交換

し，基本設計をまとめていきました。 

この検討の過程で，育てる会の活動で特筆すべき点

が２つあります。一つは市民同士の人材の広がりと活

動の広がりを見せたこと，そしてもう一つが学校との

連携を意識した活動を行なったことです。 

 市民同士の人材の広がりとは，参加者が会の検討に

必要な技術や知識，たとえば設計図が書けたり，植物

に詳しかったりと得意な分野，技術をもった自分の知

り合いを会に連れてくることで，一つの目標に向けて

多角的に，より具体的に検討が行なえたことです。   

 

 一方，学校教育との連携については、参加者の中から、

子どもたちの視点による公園づくりの必要性が提案され

たことを受けて，市内の中学校の生徒，教師，保護者によ

る，下宅部遺跡の見学と公園づくりのワークショップを実

施。また，具体的な造作物として，中学生が遺跡公園に設

置する看板を，その内容や形状，必要性も含めて，他の公

園や遺跡のことを学習しながら考えて，作成・設置までを

行なう連続ワークショップも開催しました。とくに遺跡に

最も近い中学校では，教頭先生や社会科の教師が会に積極

的に参加することで，生徒を会のイベントやボランティア

に送り出し，かわりに遺跡とリンクした総合的な学習や出

前授業を歴史館や育てる会に依頼するなど，学校教育の現

場に遺跡の発掘成果や公園づくりの市民活動が活かされ

ることにつながりました。 

 そして，中学生が考えた遺跡公園のアイディアは，下宅

部遺跡が「地層
ち そ う

累
るい

重
じゅう

の法則」※ により，現代の地表面よ

り1.5ｍ下が奈良・平安時代の地層で，2.5ｍ下が縄文時

代の地層であることが体感できるように，公園内に高低差

を設けたいというもので，実際の整備に活かされました。 

このほかにも，環境教育の視点からの遺跡公園づくりのワ

ークショップも開催するなど，大人から子どもまで，さま

ざまな視点から遺跡公園づくりに取り組みました。 

その結果、遺跡を通じた， 

世代を越えた参加者間での 

コミュニケーションが生ま 

れたのでした。 

（石川） 

 
中学生による公園案づくり

作 

 畑耕作 

※「地層累重の法則」…下の地層から出土するものほど古く， 

上の地層から出土するものほど新しいといった考え方。 
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考古分野 

縄文土器づくり／アンギンづくり／ 

カゴづくり／革細工／はっけんのもり保全整備 

市史跡「下宅部遺跡」から出土した資料を中心に学習し，

考古学体験や展示ガイドを実施します。また，日本の歴

史公園 100 選」にも選ばれた「下宅部遺跡はっけんの

もり」を守り，育てる取り組みを行います。 

・5月 6日（日）10:00～12:00 

「革細工」（革細工） 

・5月 6日（日）13:30～15:30 

「縄文ペンダントづくり」 

（縄文土器づくり・ほんかく体験） 

・5月 10日（木）13:30～15:30 

「窯焼き」（縄文土器づくり） 

・5月 10日（木）13:30～16;00 

「アンギンづくり」（アンギンづくり） 

・5月 12日（土）8:30～10:00 

「はっけんのもり除草・清掃」（はっけんのもり保全整備） 

・5月 17日（木）10:00～12:00 

「革細工」（革細工） 

・5月 19日（土）13:30～16:00 

「アンギンづくり」（アンギンづくり） 

・5月 26日（土）8:30～10:00 

「はっけんのもり除草・清掃」（はっけんのもり保全整備） 

・5月 26日（土）13:30～16:30／場所 ふるさと歴史館 

「東村山考古学ボランティア養成講座」 

・5月 27日（日）10:00～12:00 

「カゴづくり」（カゴづくり） 

 

 

【３】 

自然分野  

自然／草木染め／ 

自然クラフト＆八国山おりがみ／畑耕作 

八国山周辺の植物や鳥，昆虫などを観察し，学習，ガ

イドなどを行います。また，自然素材を用いて，草木

染めや自然クラフト作品作りなども行います。ほんか

く体験のお手伝いもお願いします。 

・5 月 4日（祝）10:00～12:00 

「八国山ガーデニング」（畑耕作・ほんかく体験） 

・5 月 5日（祝）13:30～15:30 

「かぶとのおりがみづくり」 

（自然クラフト＆八国山おりがみ・ほんかく体験） 

・5 月 5日（祝）1回目 10:30～，2回目 13:30～ 

「八国山ガイドウォーク」（自然） 

・5 月 13日（日）13:00～16:00 

「草木染め」（草木染め） 

・5 月 17日（木）13:00～16:00 

「身近な植物で草木染め」（草木染め・ほんかく体験） 

・5 月 18日（金）13:00～16:00 

「畑畝たて」（畑耕作） 

・5 月 19日（土）1回目 10:30～，2回目 13:30～ 

「八国山ガイドウォーク」（自然） 

・5 月 19日（土）10:00～ 

「畑耕作定例打ち合わせ」（畑耕作）  

・5 月 20日（日）13:30～15:30 

「地図の見かた歩き方」（自然・ほんかく体験） 

・5 月 27日（日）10:00～ 

「自然分野定例打ち合わせ」（自然） 

 

 広報・記録活動 

広報仕分け 

市内などにはっちこっく通信を配布するため，その仕分け

作業をします。お手伝いを毎月募集中です。 

※年４回の第３日曜日午前 10 時～正午に，広報・記録活

動の検討会議を実施します。次回は 6 月 17 日(日)です。 

はっちこっくメイト各分野の方の出席をお願いします。 

・5 月 20日（日）13:30～15:00 

「広報仕分け」 

伝統文化分野 

ふるさと昔語り 

東村山周辺の民話を中心に，地元のことばを学

習しながら，昔話を語ります。毎月第２・４水

曜日に練習し，第４日曜日に発表しています。 

・5 月 9日（水）13:30～15:30 

・5 月 23日（水）13:30～15:30 

・5 月 27日（日）13:30～15:30 

「ふるさと昔語り」 

 

  

はっちこっく通信 第 50号（2012.4.20） 

★５月の活動予定★ 

 
５月３日のアニバーサリーイベント等、ゴールデンウィーク中は，さまざまなイベントがあります。ぜひお手伝いください。 

 



ほんかく体験 

★八国山ガーデニング（申し込み不要） 

内 容：たいけんの里内で植樹などの緑化活動をします。 

日 時：5月 4日（金・祝） 10：00～12：00 

★かぶとのおりがみづくり（申し込み不要） 

内 容：かぶることのできる，かぶとのおりがみを折ります。 

日 時：5月 5日（土・祝） 13：30～15：30 

★縄文ペンダントづくり（申し込み不要） 

内 容：縄文土器の文様をつけたペンダントをつくります。 

日 時：5月 6日（日） 13：30～15：30  参加費 200円 

★身近な植物で草木染め（申し込み不要） 

内 容：バンダナやスカーフを染めます。 

日 時：5月 17日（木） 13：30～16：30 費用 100～1200円 

★地図の見かた歩き方（5/6より受付） 

内 容：地図に書かれている地形などの情報を読み取りながら、八国山周辺を歩きます。 

日 時：5月 20日（日）13：30～15：30 定 員：先着 10名 参加費 200円（保険料・資料代） 

 

 

【４】 

ちょこっと体験 

＊有料たいけん 

・ペーパークラフト（クワガタ＆イノシシ）￥300 

・革ストラップづくり ￥50 

（イベントの都合で中止することがあります） 

＊無料たいけん 

・どんぐりトトロづくり ・ユニットおり紙 

・八国山おり紙 ・お花しおりづくり 

＊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！ 

5月 12日（土）  11：00～12：00/14：00～15：30 

５月のたいけんの里 ★ イベントカレンダー  

  

月 火 水 木 金 土 日 

4/30（振替休日） １ ２ ３（憲法記念日） ４（みどり日） ５（こどもの日） ６ 

★革ストラップ
＆ブレスレット 
ちょこっと体験 

 
 
 

 
 
 

★たいけんの里＆
はっけんのもり 
アニバーサリー 
ちょこっと体験 

★八国山 
ガーデニング 

ちょこっと体験 

★かぶとの 
おりがみづくり 

ちょこっと体験 

弓矢たいけん 

★縄文ペンダント 
づくり 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

 おやすみ おやすみ  畑耕作 
八国山ガイドウォーク 

八国山おりがみ 

革細工 
土器づくり 

７ ８ ９ 10 11 12 13 
  

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 
ちょこっと体験 
弓矢たいけん 
手こぎトロッコ 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

おやすみ おやすみ 昔がたり 
土器づくり 

アンギンづくり 
 

はっけんのもり 
除草・清掃 

草木染め 

14 15 16 17 18 19 20 

  

ちょこっと体験 
★身近な植物で

草木染め 

ちょこっと体験 
ちょこっと体験 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

★地図の見かた歩き方 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

おやすみ おやすみ  
革細工 
草木染め 

畑耕作 
八国山ガイドウォーク 

畑耕作打合せ 
アンギンづくり 

広報仕分け 
自然 

21 22 23 24 25 26 27 
  

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 
ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

おやすみ おやすみ 昔がたり  
 

はっけんのもり 
除草・清掃 

カゴづくり 
昔がたり 

自然打合せ 

28 29 30 31 6/2 6/3 日 付 

  

ちょこっと体験 ちょこっと体験   
凡例 

★ほんかく体験 

ちょこっと体験 

おやすみ おやすみ     はっちこっくメイト活動 

 

はっちこっく図鑑 

八国山の色に染め上げて 

はっちこっく通信 第 50号（2012.4.20） 

★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（4/30 は開館 5/2 は休館） 


