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月影の中で写し絵を見る 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 54号 2012.8.10 

夏休みもまだ半ばですが，みなさまに八国山た

いけんの里をご利用いただきありがとうござい

ます。９月以降も引き続きご来館ください。 

八国山たいけんの里では，９月３０日の夜，中

秋の名月にあわせて，お月見の会を開催します。

昨年と同じく「ふるさと昔語り」を行いますが，

今回は新たな試みとして，江戸時代のシネマとい

われる「写し絵」の上演も同時に行います。 

月光に照らされた八国山たいけんの里で，月と

ともに昔語りと写し絵をお楽しみください。 

 

お月見の会での昔語り 

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 

★お月見の会（申込み不要） 

中秋の名月を見ながら，「ふるさと昔

語り」や「江戸のシネマ-写し絵」を

楽しみます。 

９月３０日（日） 

１８：００～２０：００ 

参加自由・無料 

 

写し絵の種板と 

上演のようす 

 

東村山ふるさと歴史館 
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はっちこっく通信 第 54号（2012.8.10） 

                      【No.48】 

８月１５日，日本は６７回目の終戦記念日を迎えます。戦争に関わる事柄は東村

山でも多く，保生園（ほせいえん）付近に爆弾が落ちたり，八国山や狭山丘陵に

高射砲陣地や陸軍技術研究所分室が作られたりということがありました。 

終戦の年，八国山たいけんの里近くの狭山丘陵（西武遊園地駅付近）に，海軍

の兵士がやってきました。彼らの目的は，松の伐根を処理するための松根油竈（し

ょうこんゆかまど）をつくることでした。航空揮発油（こうくうきはつゆ）は南

方から輸送していましたが，戦争末期にはそれも難しくなり，海軍はその代用と

して，松の伐根を原料とした松根油から航空揮発油を製造しようとしました。 

各地の農山村では，住民がこぞって松の伐根を掘ったということですが，作ら

れた松根油は粗悪であり， 飛行機を飛ばすことはできなかったそうです。(高野) 
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⑳育てる会からはっちこっくメイトへ その１ 

市民参加の遺跡公園づくりという活動を通じて誕生

したはっけんのもり。そのテーマである「成長する遺

跡公園」を合い言葉に，育てる会は，今度はつくる側

から守り育む側となりました。しかし実際にはいろい

ろな現実が待ち構えていました。それは住宅内の遺跡

公園という立地からくる，雑草の繁茂，ゴミやタバコ

の吸い殻の投げ捨て，犬のフン害，設備の維持補修，

トイレの汚しや破損，たむろなどでした。こうした問

題はワークショップでも想定され検討してきました

が，実際にはみんなで解決方法を模索しながら対応し

ていくこととなりました。 

 お誕生日会を迎えて１ヶ月後には膝上まで届くばか

りの雑草が繁茂し，あわてて育てる会の有志で雑草の

除去作業に取り組むことに。そこでは草刈りを主体と

していたので，完全な除草となりませんでした。そこ

で２年目からは相談の結果，雑草が芽吹く春先から，

草刈りではなく抜根による除草作業を定期的に行うこ

ととなりました。ただし，ただ単に除草作業を行うの

ではなく，遺跡を守る取り組みのひとつと位置づけ，

地元の中学生のボランティア活動の実践の場とするこ

とや，除草作業に前後して植物観察を実施したり，除

草した草花を使って草木染めの実験をしたりと，たい

へんな作業のなかでも，学びやコミュニケーションが

生じるような試みを重ねました。現在でも年間を通じ

て，毎月第２・４土曜日の早朝は，定例の除草作業日 

として続いています。また定例日以外にも，自主的に地元

の方や，メンバーによる除草作業，芝の育成などが行われ，

遺跡の美化に繋がっています。 

 雑草のつぎに頭を悩ませたことは，一部の公園利用者の

マナーの悪さでした。目立つのは小・中学生によるお菓子

の空袋やペットボトルなどのゴミの投げ捨て，あるいはダ

ンボール滑走で使ったダンボールの放置，特に湧水を流し

ている復元河道への投げ捨ては，水質を汚す原因ともなっ

ています。また，園内を通過する犬の散歩時のフンの丌始

末，フンのトイレへの投棄，喫煙者のタバコの投げ捨て，

園内への自転車等の乗り入れと，おそらくは公園利用者の

モラルに起因する問題が生じています。 

育てる会では当初，遺跡公園づくりの段階に中学生たち

との看板作りの際，利用の制約や禁止事項を掲げる看板は

極力設置したくないという方針を打ち立てていました。し

かし，最低限のマナーを促す注意書き看板を園内に手作り

で設置せざるをえなくなり，あわせて会のメンバーを中心

とした清掃活動や，子どもたちへの注意や声がけを粘り強

く実施し，利用者マナーの向上，ひいては遺跡の保護への

取り組みを続けています。（石川） （石川） 

冬場でも除草作業に取り組むメンバーと中学生 
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松根油 

 

 

 

八国山の松 

 

 

 



復元されるカゴー下宅部遺跡の学習 

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。 

 

考古分野カゴづくりグループでは，現在主に下宅部遺跡出土の 8 号編組製品の復元を行ってい

ます。この復元作業に入る前までは，8 号網代の編みの種類とその編み方を学習するために，平

面上でさまざまな編みの練習を行いました。 

現在の私たちの生活の中で使用されているカゴやザルの種類はそう多くないと思います。また，

自然素材で作っているものはほとんどないといえます。このような自然素材を巧みに使い，日々

の生活に使用していた縄文人の豊かさは，現在にない豊かさだともいえるかもしれません。 

まだカゴづくりグループでは，来館者にカゴづくりを教える講座を開くことはできませんが，

復元のようすを見学することはできます。毎月第４日曜日の午前１０時から八国山たいけんの里

での復元の学習を行っています。 

＊考古部会のメイトの方たちは，是非下宅部遺跡を理解するためにカゴ復元の学習に参加して下さい。 

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１８日（土），９月１日（土），９月１５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 

９月２３日（日）13：30～15：30 

    

 

はっちこっくメイト上半期全体会 

日時：９月１６日（日）１４：３０～１７：００  場所：ふるさと歴史館 視聴覚室 

内容：はっちこっく通信，来年度の予定，はっちこっくメイトの運営について。 

 

 

はっちこっく通信 第 54号（2012.8.10） 

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。 

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

年４回，第３日曜日に，広報・記録活動の検討会

議を実施しています。次回は 9 月 16 日のはっち

こっくメイト上半期全体会の中で検討します。 

★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 

８号編組製品 カゴの復元 復元カゴ 



ほんかく体験 

★身近な植物で草木染め（申し込み不要） 

 身近な植物でエコバックやスカーフを染めます 
９月２０日（木） 13：30～15：30 

材料費 100円～1200円（染めるものにより変わります） 

持ち物 エプロン，ビニール袋 

★自然で楽器づくり（9/5より申し込み受付） 

 竹やヒョウタンなどの自然素材をつかって 

楽器を創作します 
９月２９日（土） 13：30～15：30 

定員 10名（先着）  材料費 100円 

★お月見の会（申し込み不要） 

 中秋の名月を見ながら，「ふるさと昔語り」や 

「江戸のシネマ―写し絵」を楽しみます 

９月３０日（日）18：00～20：00   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（雨天中止） ＊イベントの都合により時間変更あり 

毎週土・日曜日 10:30～11:30/13：30～14：30/15：30～16：30 

＊手こぎトロッコにのろう！ 

９月８日（土）  11：00～12：00/14：00～15：30 

      9月のたいけんの里 ★ イベントカレンダー  

  

月 火 水 木 金 土 日 

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 

9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 
 

  
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 

9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 

  
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 

9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 

 
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 

考古学ボランティア講座 

ちょこっと体験 

弓矢たいけん 

昔がたり発表 
 おやすみ 

9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 
  

ちょこっと体験 ちょこっと体験 ちょこっと体験 
★自然で楽器づくり 

ちょこっと体験 
弓矢たいけん 

★お月見の会 

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 54号（2012.8.10） 

★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 


