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 夏休みはたいけんの里で過ごそう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 53号 2012.7.13 

いよいよ夏休みに入ります。この 42

日間はいろいろなことに挑戦するよい機

会です。八国山たいけんの里では，ほん

かく体験として怪談を聞いたり，昆虫の

工作を行なったりできるイベントを用意

しています。いつでもできる体験として

は，クワガタのペーパークラフトやユニ

ットおり紙などがあります。 

今年も節電の夏になりますが，家の電

気を消して，八国山たいけんの里でお過

ごしください。 

れきしかん夏まつり  7 月 29 日（日）９:３0～15:３0 
東村山ふるさと歴史館では，7 月 29 日に「れきしかん夏まつり」を開催します。 

お子さんがゲームや工作に参加して楽しめるイベントです。ぜひお越しください。   

・クイズ大会 ・割り箸鉄砲 ・工作 ・わらじをはいてみよう など 

 

 

東村山のこわ～い話 

東村山ふるさと歴史館～八国山たいけんの里 案内図 

 

東村山ふるさと歴史館 

東村山ふるさと歴史館   

東村山市諏訪町１-６-３ ℡042-396-3800 
＜アクセス＞ 
西武鉄道東村山駅下車徒歩８分（化成小学校より北へ徒歩２分） 
＊駐車場はございません 

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＞ 
西武鉄道西武園駅下車徒歩 10分（北山小学校西どなり） 
＊駐車場はございません 

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＞ 
西武鉄道西武園駅下車徒歩 10分（北山小学校西どなり） 
＊駐車場はございません 
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                      【No.47】 

五節句のうちのひとつである七夕の祭りが行われる季節となりました。この七夕

にまつわる織姫と彦星のラブストーリーは，皆さんもよくご存じだと思います。 

この七夕のお話がいつから星座にあてはめられたのかはわかりませんが、天の

川をはさんで西側にあること座のベガを織姫
おりひめ

に，東南側にあるわし座のアルタイ

ルを彦星
ひこぼし

として，七夕の伝説は広く伝わっています。7 月 7 日に雨が降らなけれ

ば二人は再開できるのですが，それはあくまでも伝説でのお話です。実際に天の

川をはさんで、ベガとアルタイルのある位置は 16光年もあります。光の速さで移

動して 16年かかるのでは普通ならイヤになりますよね。 

それはともかく，晴れた日の真夜中に空を見上げると，ひときわ輝く星が三つ

見えます。一番上にある星がベガ，左下がデネブ，そして右下がアルタイルとい

う星々で，夏の大三角と呼ばれています。(金山) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

シリーズ「下
しも

宅
やけ

部
べ

遺
い

跡
せき

の保存と活用」 

⑲市民参加の遺跡公園づくり その６ 

 下宅部遺跡はっけんのもりを育てる会は，開園に向

けて東京都委託の設計業者とともに実施計画の作成を

進めました。実施設計は，基本設計をベースにし，よ

り具体的に公園の仕様や植栽の種類・本数などを決定

していきました。そしてハード面の整備と平行して，

はっけんのもりの管理・運営といったソフト面の検討

もより具体的に進める段階に至り，育てる会では，「管

理・運営部会」「植栽管理部会」「イベント学習部会」

「広報部会」が創設されました。部会ごとに打ち合わ

せや活動を行い，必要に応じて会全体に提案し，実行

していくスタイルで活動を展開させていくことになり

ました。定例会の司会も各部会のリーダーが持ち回り

でこなすようになり，より自立した運営の芽が育ちは

じめました。 

 こうした検討を重ねた結果，最終的には東京都の整

備予算の関係から，一部変更はあったものの，大筋に

おいては育てる会の意向を反映した実施計画が仕上が

りました。そして2004年２月から現地にて整備工事

が開始されました。 

 整備工事の間に育てる会では，開園に向けての取り

組みを本格的に開始しました。リーフレットの作成や，

中学生との看板づくり，研修見学会の実施，縄文土器

の野焼き体験，管理マニュアルの作成など各部会を中

心に行い，管理・運営についての方向性を打ち出して

いきました。そして，公園完成が終わりではなく，始

まりであり，これから育てていくという「成長する公 

園」のキーワードを踏まえて，開園日を「お誕生日」とす

ることが提案されました。これにより開園記念イベントは

「お誕生日会」と名づけられ，実施に向けて準備が進めら

れました。 

 約３年半にわたり市民参加で検討してきた「下宅部遺跡

はっけんのもり」は，2004年5月22日にお誕生日を迎

えることができました。当日は記念式典の後，東村山市長

をはじめとした関係者が縄文人に扮装しての黒曜石の石

器によるテープカット，育てる会による園内ガイド，体験

学習河原に礫を設置する体験，縄文食，縄文ファッション

ショー，縄文音楽隊，縄文土笛演奏家によるコンサートな

ど，さまざまなイベントが催されました。お誕生日会には，

隣接する都営住宅自治会や第四中学校の吹奏楽部，地元商

店の協力を得て，地元に息づく遺跡であることをＰＲする

ことができました。 

こうして「下宅部遺跡はっけんのもり」は産声をあげ，

2012年には，8歳のお誕生日を迎えることができまし

た。その成長の過程では，育てる会を中心とした市民と歴

史館による協働での清掃や管理，イベントや体験学習など

の諸活動によって支えられてきたのです。（石川） （石

川） 

お誕生日会テープカットの様子 
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七夕の星々 

 

 

 

ベガ 

（こと座） 

アルタイル 

（わし座） 

デネブ 

（はくちょう座） 



夏休みほんかく体験大特集 
 

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。 

 

 

 

【３】 

自然分野 自然／畑耕作／草木染め／自然クラフト＆八国山おりがみ 

 

 

 広報・記録活動 検討会議／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しています。また、年

４回の第３日曜日 10 時～正午に，広報・記録活動の検討

会議を実施します（次回 9 月 16 日（日）を予定）。 

はっちこっくメイト各分野の方の出席をお願いします． 

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。 

 ★子ども草木染め体験 
（8/5より申し込み受付） 

藍の葉でハンカチを染めます。 

８月１８日（土） 13：30～15：30 

定員 15名   

材料費 300円 

持ち物 エプロン， 

ビニール袋 

 

★夜の昆虫観察 
（7/16 より申し込み受付） 

夜の八国山で昆虫を集めて観察します。 

７月２８日（土） 18：30～20：00    

定員 15組（先着） 保険料 100円 

 

★シュロの葉バッタづくり 
（申し込み不要） 

シュロの葉で工作します。 

８月１９日（日） 

13：30～15：30    

参加自由・無料 

★はっけんのもり水の生き物しらべ 
（申し込み不要） 

下宅部遺跡はっけんのもりの水生生物調査をします。 

８月２５日（土） 

9：00～11：00    

はっけんのもり集合 

参加自由・無料  

 

★狭山丘陵の自然と歴史に関する講座「八国山と下宅部遺跡」 
（8/4より申し込み受付） 

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センターとの共催で， 

縄文の遺跡にまつわる布編みなどの体験をします。 

８月１９日（日）9：30～12：00    

定員 20名  材料費・資料代 100円 

 

★東村山のこわ～い話 
（申し込み不要） 

夜のたいけんの里で，はっちこっくメイト

伝統文化分野メンバーが, 東村山に伝わる 

こわ～い怪談話をします。 

８月４日（土） 18：30～20：00    

参加自由・無料 

 

八国山ガイドウォーク （申し込み不要・参加自由） 

はっちこっくメイトと一緒に八国山を散策します。 

８月４日（土），８月１８日（土），９月１日（土） 

1回目 10：30，2回目 13：30～    

 

ふるさと昔語り （申し込み不要・参加自由） 
はっちこっくメイトが東村山の昔話を語ります。 

８月２６日（日）13：30～15：30 

    

 

夏休みほんかく体験大特集 
 

 

 

はっちこっく通信 第 53号（2012.7.13） 

八国山たいけんの里ではサポートボランティア「はっちこっくメイト」が活動しています。 

夏休みにも，さまざまなイベントがありますが，その企画・運営等を行ないながら来館者と接しています。 

市内各所に，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し

ています。（次号は８月１０日 13:30～15:00） 

★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 9 時 30 分～17 時  休 館 日 毎週月・火曜日 



ほんかく体験 

★東村山のこわ～い話（申し込み不要） 

８月４日（土） 18：30～20：00   参加自由・無料 

★子ども草木染め体験（8/5より申し込み受付） 

８月１８日（土） 13：30～15：30 

定員 15名  材料費 300円 

持ち物 エプロン，ビニール袋 

★狭山丘陵の自然と歴史に関する講座 

「八国山と下宅部遺跡」（8/4より申し込み受付） 

８月１９日（日） 9：30～12：00 

定員 20名  材料費・資料代 100円 

★シュロの葉バッタづくり（申し込み不要） 

８月１９日（日）13：30～15：30   参加自由・無料 

★はっけんのもり水の生き物しらべ（申し込み不要） 

８月２５日（土） 9：00～11：00   参加自由・無料 

 

【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 

・縄文ペンダント￥100・バードコールづくり￥200 

＊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 ・切り紙(台紙は別売り２枚50円） 

＊弓矢たいけん 

毎週土・日曜日 時間はお問い合わせ下さい 

＊手こぎトロッコにのろう！ 

８月１１日（土）  11：00～12：00/14：00～15：30 

      ８月のたいけんの里 ★ イベントカレンダー  

  

月 火 水 木 金 土 日 
7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 

★親子縄文

土器教室 

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 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 
昔がたり発表 おやすみ おやすみ 

7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 
  

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 
★夜の昆虫採集 

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 

7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 

  
 

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 

★東村山のこわ～い話 

ちょこっと体験 

弓矢たいけん 
八国山ガイドウォーク 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

おやすみ おやすみ 

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 

 
 

 
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 

8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 

  

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 

★子ども草木染め 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

八国山ガイドウォーク 

★共催事業「八国山

と下宅部遺跡」 

★シュロの葉バッタ 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん おやすみ おやすみ 

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 

 
 

 
 

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 

★水の生き物しらべ 

ちょこっと体験 

弓矢たいけん 

考古学ボランティア養

成連続講座 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 
昔がたり発表 

おやすみ おやすみ 

8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 
  

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 

八国山ガイドウォーク 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

おやすみ おやすみ 

 

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 53号（2012.7.13） 

★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 休館日 毎週月・火曜日 


