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北 山 に 咲 く 花 菖 蒲 
‐新東京百景北山公園- 

今年も「東村山菖蒲まつり」が，６月９日（土）

から２４日（日）まで北山公園で開催されます。 

八国山たいけんの里では菖蒲まつりの開催期間中，

さまざまなイベントや展示を行います。八国山たい

けんの里は北山公園から徒歩 5 分，みなさまのお越

しをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51号 2012.5.20 

菖蒲まつり期間中 毎日実施！ 

八国山縄文ガイド 
菖蒲まつり期間中，はっちこっくメイト ボランテ

ィアガイドによる，下宅部遺跡出土品を中心とした

展示解説を行います。 

時間 １０時〜１６時 （いつでも参加できます） 

場所 八国山たいけんの里 収蔵展示スペース  

 

 

ミュージアムグッズの 

販売を開始します 
・花びら染めストール（1000 円，シルク製） 

・草木染めストール（1000 円，シルク製） 

・絣織りのコースター（200 円） 

・アンギンのタペストリー（200 円） など 

どうぞお買い求めください。 

八国山たいけんの里×菖蒲まつり 関連イベント 

＊み んな で選 ぶ  みん なの 東村 山菖 蒲写 真コ ンク ール  

応募 作品 展示 ＆投 票  
昨年（2011年）の菖蒲まつりにて撮影した写真を展示し，来場者による人気投票を行います。 

投票期間 ６月９日（土）～２２日（金） 結果発表 ２３日（土）・２４日（日） 

展示期間 ６月１日（金）～３０日（土） 

＊水 彩で 描く 北山 公園 ・八 国山 の四 季 － 橘 史 郎 水 彩 画 展  

北山公園や八国山の四季を描いた，橘史郎氏の水彩画を展示します｡       

展示期間 ６月１日（金）～３０日（土） 

＊菖 蒲の 花び ら染 め  (事 前 申 し 込 み ）  

北山公園の花菖蒲を使って，ストールを染めます。 

６月２３日（土）午前の部10:00～12:00／午後の部14:00～16:00 

参加費 1000円 申込みは４ページ参照 

★八国山たいけんの里は，菖蒲まつり期間中（６/９～24）の月・火曜日も開館しています。 

水彩画『行く春』 
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                      【No.45】 

５月上旬の立夏
り っ か

（5月 6日頃）を境に, 暦
こよみ

の上では夏が始まります。 

八国山は春の萌
もえ

木
ぎ

色から初夏の新緑,そして夏の深い緑へと日々色を変えて

いきます。春はサクラやヤマツヅジなどの赤っぽい色の花が目立ちました

が、初夏のこの時期,エゴノキやマユミなどの白や淡い緑色の花が目につく

ようになります。 

マユミはニシキギ科の落葉樹
らくようじゅ

で,雑木林には普通に生える低い木です。枝

がよくしなり丈夫
じょうぶ

なため,弓をつくる材料とされたことが名前の由来とされ

ています。下宅部
し も やけ べ

遺跡からも同じニシキギ属で作られた,縄文時代の弓が発

見されています。 

秋から冬にかけては,赤い実と種子が目立ち,キツツキやシジュウカラな

どの鳥たちが種子をついばみに来ます。初夏から冬まで変化を楽しめる木の

うちのひとつです｡（たいけんの里 村松） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

シリーズ「下
しも

宅
やけ

部
べ

遺
い

跡
せき

の保存と活用」 

⑱市民参加の遺跡公園づくり その５ 

下宅部遺跡はっけんのもりを育てる会は，参加者間

での遺跡公園の模型づくり・他の遺跡公園や博物館の

見学会を実施しながら，公園設備や管理・運営方法に

ついて，都委託の設計者とともに協議し，基本計画を具

体化していきました。この検討の過程で，「公園」と

いう名称を使用すると，都営住宅に囲まれているので，

どうしても遊具やベンチなど一般の公園設備を求める

声が出てくることが予想されました。そのため，下宅

部遺跡を体感できる特色を踏まえ，「公園」という文字

を使わない名称を考えていくことが提案されました。

その名称についても，育てる会だけで決めるのではな

く，広く一般に募集をかけていくことになりました。 

そこで，正式名称が決まるまでの期間，会の名前を

「（仮称）考古学体験広場しもやけべ遺跡を育てる会」

に変更し，実施設計に向けての検討を行いました。 

この間の特筆すべき活動内容は，企画展「みんなで

つくろう！ しもやけべ遺跡公園〜展示もつくっちゃ

おう〜」の開催です。2003年４月22日から６月22

日までの会期，ふるさと歴史館で開催されたこの企画

展は，今までの育てる会の活動の周知と，これから整

備される遺跡公園をより多くの方に知ってもらおう

と，育てる会参加者の発案で始まりました。 

そして展示ボランティアとして，育てる会のみなら

ず，一般市民からも参加者を募った結果，中学生や大

学生の参加もありました。こうして参加者が研修を経 

ながら，実際に展示パネルや看板，展示物の作成，解説シ

ートの印刷，展示会場の作成等を行いました。ここでも，

市民の目線にたった，参加型の取り組みがなされました。 

 例えば，市内の小・中・高校生から募集した展示会ポス

ターの印刷と展示，過去の育てる会のニュースや解説シー

トを自由に入れ替え，今後のニュースも綴っていけるよう

にファイル形式で「成長」させることが可能な図録を作成

しました。また，作家さんによる各種遺跡工作系ワークシ

ョップの開催，育てる会会員による下宅部遺跡のお気に入

りの出土品を紹介する展示コーナーの設置，来館者からの

下宅部遺跡マスコットキャラクターやオリジナルグッズ，

考古学体験メニューなどの提案が行われました。 

そして，懸案になっていた遺跡公園の名称についても企

画展会場および市内図書館・公民館で名称を募集しまし

た。各会場に設置した応募箱に集まった用紙を，育てる会

会員が回収して，集計した結果，約400件の名称候補が

集まりました。そして育てる会から，歴史館に関連する市

民団体に声がけをして，名称決定会議が開催されました。

その会議で遺跡公園の名称が「下宅部遺跡はっけんのも

り」と決まり，会も「下宅部遺跡はっけんのもりを育てる

会」に決定しました。 

これらの企画展の活動は，「機会の創出」と「市民の視

点での取り組み」の集大成ともいうべき動きであり，この

経験が育てる会としても，「博物館のしくみ」を理解する

きっかけにもなり，また公園開園後のガイドや展示などの

運営を考える実践の場にもなり，育てる会の自信にもつな

がる活動でした。（石川） 
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マユミ 
(ニシキギ科) 



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，「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。 

・6月 3 日（日）10:00～12:00 

革細工（革細工） 

・6月 3 日（日）13:30～15:30 

縄文土器づくり（縄文土器づくり） 

・6月 9 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） 

・6月 14日（木）13:30～15:30 

縄文土器づくり（縄文土器づくり） 

・6月 14日（木）13:30～16;00 

アンギンづくり（アンギンづくり） 

・6月 16日（土）13:30～16:00 

アンギンづくり（アンギンづくり） 

・6月 21日（木）10:00～12:00 

革細工（革細工） 

・6月 23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） 

・6月 24日（日）10:00～12:00 

カゴづくり（カゴづくり） 

・6月 30日（土）13:30～16:30／場所 たいけんの里他 

東村山考古学ボランティア養成講座 

・6月 9 日（土）～24 日（日） 

八国山縄文ガイド（ガイド） 

 

 

【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。 

・6 月 2 日（土）1回目 10:30～，2回目 13:30～ 

八国山ガイドウォーク（自然） 

・6 月 2 日（土）13:30～15:30 

自然クラフト＆八国山おりがみ 

（自然クラフト＆八国山おりがみ） 

・6 月 6 日（水）13:30～15:30 

自然クラフト＆八国山おりがみ 

（自然クラフト＆八国山おりがみ） 

・6 月 10 日（日）13:00～16:00 

身近な植物で草木染め（草木染め・ほんかく体験） 

・6 月 16 日（土）1 回目 10:30～，2回目 13:30～ 

八国山ガイドウォーク（自然） 

・6 月 16 日（土）10:00～ 

畑耕作定例打ち合わせ（畑耕作）  

・6 月 21 日（木）13:00～16:00 

草木染め（草木染め） 

・6 月 24 日（日）10:00～12:30 

八国山自然写真会（自然・ほんかく体験） 

・6 月 24 日（日）13:00～15:00 

自然分野定例打ち合わせ（自然） 

 

 
広報・記録活動 

広報・記録活動 検討会議 

年 4 回，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ています。  

・6 月 17日（日）10:00～12:00 

※各分野グループからの参加をよろしくお願いいたします。 

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。 

・6 月 20日（水）13:30～15:00 

 

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。 

・6 月 13日（水）13:30～15:30 

・6 月 24日（日）13:30～15:30 

・6 月 27日（水）13:30～15:30 
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★６月の活動予定★ 

 



ほんかく体験 
★身近な植物で草木染め（申し込み不要） 
身近な植物による草木染め体験を手軽にできます。 

6 月 10 日（日） 13：30～16：00（随時参加可能） 

参加費 1000 円（染める材料により値段が変わります） 

★花菖蒲の花見だんごづくり（申し込み不要） 

三色だんごづくりを行います。 

6 月 16 日（土） 10：00～12：00 

6 月１６日（土） 13：30～15：30 （時間内随時参加可能）  

参加費 100 円（6 個） 

★菖蒲の花びら染め（申し込み：抽選） 

6 月 23 日（土）午前の部 10：00～12：00  

6 月 23 日（土）午後の部 13：30～15：30  

参加費 1000 円 定員 各 15 名 

申込み 市ホームページ電子申請（１人１回）もしくは往復ハ

ガキ（１人１枚）で 6 月 12 日（火）（必着）までに，ふるさと歴

史館（諏訪町 1-6-3）へ。応募多数の場合抽選となります。 

 

ちょこっと体験 
（イベントなどの都合で変更休止することがあります） 

＊有料たいけん 
・縄文ペンダント \100 
・革ストラップづくり ￥50 ほか 

＊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 ・菖蒲の花色のしおりづくり 

＊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！ 
6月 9日（土）  11：00～12：00/14：00～15：30 

 

★八国山自然写真会（6 月 6 日より申し込み） 

八国山周辺の自然風景を写真に収めます。 

6 月 24 日（日） 10：00～12：00   

定 員 先着 10 名   

参加費 100 円（保険料） 

６月のたいけんの里 ★ イベントカレンダー  

 

月 火 水 木 金 土 日 

★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  9 時 30 分～17 時 

6 月の休館日 25 日（月），26 日（火） 

  （月・火曜の開館日のちょこっと体験は休みです） 

１ ２ ３ 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展・水彩画展 

弓矢たいけん 

菖蒲写真展・水彩画展 

弓矢たいけん 

 
八国山ｶﾞｲﾄﾞｳｫｰｸ 

ｸﾗﾌﾄ＆おりがみ 

革細工 

縄文土器づくり 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

手こぎトロッコ 

★身近な植物で草木染 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

  ｸﾗﾌﾄ＆おりがみ   
はっけんのもり 

除草・清掃 
草木染め 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

★花菖蒲の 

花見だんごづくり 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

  昔がたり 
縄文土器づくり 

アンギンづくり 
 

八国山ｶﾞｲﾄﾞｳｫｰｸ 

畑耕作打合せ 

アンギンづくり 

広報･記録活動 

検討会議 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

菖蒲写真展 

水彩画展 

縄文ガイド 

★菖蒲の花びら染め 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

★八国山自然写真会 

菖蒲写真展・水彩画展 

縄文ガイド 

弓矢たいけん 

  

はっちこっく 

通信発行 

広報仕分け 

革細工 

草木染め 
 

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 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 日 付 

  

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展 

水彩画展 

菖蒲写真展 

水彩画展 

弓矢たいけん 

凡例 

★ほんかく体験 

ちょこっと体験 

おやすみ おやすみ 昔がたり   
東村山考古学ボラン

ティア養成講座 

はっちこっくメイト

活 動 
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