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キノコと秋の八国山
と うら い

夏から秋に変わり，台風シーズンの到来です。
台風が去ると，季節の変化が強く感じられます。
秋の八国山を歩く楽しみのひとつに，足元に注
目しながら，自然からの落し物を拾うなどの散策
があります。そこで，たいけんの里では、ほんか
く体験「八国山のきのこさん」を実施します。ま
た，下宅部遺跡から見つかったカゴ網の技術を使
って、ほんかく体験「縄文ランチョンマットづく 八国山のキノコ
り」を行います。さらに１０月からは，ちょこっ
と体験に新たなメニューが加わります。
秋のたいけんの里へ，引き続きご来館ください。
し も や け べ い せ き

10月登場のちょこっと体験
・葉っぱのスタンプ
（無料）
・革ストラップづくり
（50円）

縄文ランチョンマット
づくり
１０月２８日（日）
13：３０～15：00
定員１２名（先着） 材料費１00 円

東村山ふるさと歴史館

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

東村山ふるさと歴史館企画展「民俗芸能としての双盤念仏」
平成２４年１０月６日（土）～１２月１６日（日）
月曜日・火曜日休館。10 月は，8 日開館で 10 日が休館，11 日・12 日は臨時休館。
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。
【１】
・クイズ大会 ・割り箸鉄砲 ・工作 ・わらじをはいてみよう など
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128
しもやけ べ い せき

シリーズ「下 宅部遺跡の保存と活用」

くり」があります。アンギン織りは，毎月２回平日の日中，

21 育てる会からはっちこっくメイトへ
○
その２

主に女性会員が参加して，アンギン織りの技術向上にむけ

ワークショップの時から検討の焦点だったトイレ

て，楽しく活動していました。また，アンギンをただ織る

は，最終的に公園でのイベント時や学校での利用を想

だけではなく，販売用のアンギンコースターやポストカー

定し，最低限のトイレを設置することになりました。

ドホルダーなどを作成したり，一般向けのアンギン織り体

このトイレは常時，市の委託による清掃以外にも，

験イベントを実施したりする活動も行ってきました。

はっけんのもり近隣の女性会員によってとてもきれい

一方，土器づくりは，毎月２回，日曜日の日中に縄文土

に維持されていました。しかし，公園利用者以外の使

器づくりに興味のあるメンバー中心に活動してきました。

用も多く，故意に汚されるようなことや，便器の破損， 下宅部遺跡出土の土器を見本にしながら，土器製作のスキ
火付け，中学生の問題行動などが散見され，その都度

ルアップを図りつつ，イベントで使う土笛や土器の作成，

会員どうしで相談し，対応策を試みてきました。トイ

一般向けの土器づくり教室，小学校への出前授業なども実

レに関しての苦情も多く寄せられましたが，この問題

施してきました。

し んし

を解決しようとする育てる会の根気よく真摯な姿勢も

そして，つくり貯めた作品は，はっけんのもり現地で野

あり，地域や利用者への理解につながってきています。 焼きにて焼成してきました。この野焼きは育てる会として
これは，行政任せの公園管理では得ることの難しい信

も定例会で行う大きなイベントの一つで，はっけんのもり

頼関係や，公園づくりという目標を共有してきたプロ

を特徴づける魅力のひとつでもあります。焚き火規制がか

セスがもたらしているものと思われます。現在は，後

かる昨今において，住宅内の公園であるにもかかわらず，

述する「八国山たいけんの里」の開館時間にあわせて

毎年実施できることは，やはりワークショップから継続的

管理されています。

に地域に向けてはっけんのもりの特質を発信し続け，浸透

育てる会は除草や清掃のようにたいへんな作業を担
う一方で，下宅部遺跡に関連した体験学習を実施して

させてきた結果であると思われます。
これらの会の活動は，自分たちの目線で学習する動機を

きました。これは自分たちの学びの一環として，自主

発見し，実現に向けて創意工夫を

的に楽しみながら考古学体験をすることで，自分たち

していくなかで，下宅部遺跡や縄

のスキルアップにつなげ，最終的には公園利用者や子

文時代のことに自然と向かい合う

どもたちに下宅部遺跡の魅力を伝えていくことを目指

ことにつながり，ゆるやかでも確

して行われてきました。

実に知識と技術を身につけていく

この自主的な活動には「アンギン織り」と「土器づ

効果があったと思われます。(石川) （石川）
恒例の野焼き

ギンをただ織るだけではなく，販売用のアンギンコー
スターやポストカードホルダーなどを作成したり，一

【No.49】

般向けのアンギン織り体験イベントを実施する活動も
そうばんねんぶつ
狭山丘陵周辺の薬師堂や観音堂などのお祭りに双盤（そうばん）という大きな鉦をたたき
双盤念仏の
行ってきました。
ながら，節を付けた念仏を唱える行事がありました。信仰行事というよりも娯楽的な民俗
しゅもく
一方，土器づくりは，毎月２回，日曜日の日中に
芸能ですが，このときに鉦を叩くＴ字型の道具が写真の撞木(しゅもく)です。これは南秋
撞木
縄文土器づくりに興味のあるメンバー中心に活動して
津の双盤念仏連が使用していたものです。長さはおよそ２０ｃｍです。
２０数年前に所沢のある大工さんが余技で撞木を作っているというのでお話を聞いた
きました。下宅部遺跡出土の土器を見本にしながら，
ことがあります。長い柄の方を握って鉦を叩きますが，鉦を直接打つ横の棒は樫製です。
土器製作のスキルアップを図りつつ，イベントで使う
柄の材料はフジキという木だそうです。その頃フジキがあまり手に入らなくなったので、
土笛や土器の作成，一般向けの土器づくり教室，小学
エノミという木を代用しているということでした。いずれも弾力のある木ですが，正式な
校への出前授業なども実施してきました。
名称が分かりませんどなたかお解りならば教えてください。柄は四角で厚さは一番下で２
そして，つくり貯めた作品は，はっけんのもり現地
ｃｍ位ですが，上へ行くほど薄くなり，横木にはめ込むあたりは３ｍｍ位です。柄が薄い
で野焼きにて焼成してきました。この野焼きは育てる
ほど横棒がしなりよい音がするそうです。横棒にも３ｍｍの溝を彫ってはめ込みますが，
会としても定例会でおこなう大きなイベントの一つ
四角い材のうちに溝を彫ってしまい，その後丸く製材するそうです。この辺りでは撞木と
はいわずに「ショーモク」と呼ぶところがありますが，その方の撞木作りの道具箱にショ
で，はっけんのもりを特徴づける魅力のひとつでもあ
ーモクと書かれていたのが印象的でした。（小峰）
ります。焚き火規制がかかる昨今において，住宅内の
公園であるにも拘らず，毎年実施できることは，やは 【２】
りワークショップから継続的に地域に向けてはっけん
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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。

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
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
伝統文化分野
ふるさと昔語り
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
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
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。
広報・記録活動
検討会議／広報仕分け
東村山周辺の民話を中心に，地元のことばを学習し
ています。
（次号は 10 月 12 日（金）13:30～15:00）

ながら，昔話を語ります。毎月第２・４水曜日に練
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
習し，第４日曜日に発表しています。
作業をします。お手伝いを毎月募集しています。また、年
日時：９月１６日（日）14：30～17：00
場所：ふるさと歴史館 視聴覚室
４回の第３日曜日 10 時～正午に，広報・記録活動の検討
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。
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上半期全体会

はっちこっくメイト各分野の方の出席をお願いします．

年１回のチャンス「藍の葉染め」
草木染めグループでは，毎月２回身の回りの植物を使って草木染めを行っています。８月のこ
ども体験である草木染めは，はっちこっくメイトの方たちが丹精込めた「藍の葉」を使用して「藍
の葉っぱ染め」を実施しました。今年は残念ながら参加者が少なく，せっかくの葉があまり活用
されませんでした。そのためにたいけんの里で販売をしているミュージアムグッズづくりを行い，
あざやかな絹のスカーフを作成することができました。
今回の反省を含め，来年度は多くの方に体験を
して頂けるような事業にしていく予定です。
はっちこっくメイト自然部会の草木染めグループ
の活動では，毎月１回「身近な植物で草木染め」の
体験事業を行っています。興味のある方は、ご参加
ください。詳しくは，たいけんの里窓口まで。
※９月２０日（木）と１０月１４日（日）に，ほんかく
体験「身近な植物で草木染め」を実施します。

草木染めのようす

色付革ストラップづくり

●はっちこっくメイトの手伝いによる
１０月のほんかく体験（４面参照）

（申し込み不要・参加自由・費用 100 円）

１０月１４日（日）身近な植物で草木染め
１０月２０日（土）八国山のキノコさん
１０月２８日（日）縄文ランチョンマット

色付の革ストラップを作ります。はっちこっくメイトが
教えます。
１０月７日（日）10：00～12：00（所要時間約 30 分）
1 回目 10：30，2 回目
八国山ガイドウォーク

13：30～
（申し込み不要・参加自由）

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。

はっちこっくメイトと一緒に八国山を散策します。
９月１５日（土）

９月２３日（日）13：30～15：30

1 回目 10：30～，2 回目 13：30～

９月３０日（日）18：00～20：00

＊１０月はお休みします

「お月見の会」において昔語りを実施

１０月２８日（日）13：30～15：30

八国山たいけんの里 ☎042-390-2161

開館時間

【３】

9 時 30 分～17 時

休 館 日

毎週月・火曜日
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１０月のたいけんの里 ★ イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
ほんかく体験

ちょこっと体験

＊有料たいけん ＊イベントの都合により中止あり
チョンマットをつくり
・革ストラップづくり￥50 ・縄文ペンダント￥100
身近な植物で，エコバックやスカーフを染めます。
くります。
ます。
１０月１４日（日） 13：30～15：30
・ペーパークラフト（クワガタ＆イノシシ）￥300
１０月２８日（日）13：
１０月２８日（日）13：30～
材料費 100 円～1200 円（染めるものによって変わります） ＊無料たいけん
30～15：00
15：00
持ち物 エプロン，ビニール袋
・どんぐりトトロづくり
・ユニットおり紙
定員 １２名（先着）
定員 １２名（先着）
材
★八国山のキノコさん
（10/5 より申し込み受付）
・八国山おり紙
・葉っぱのスタンプ
材料費 100 円
料費 100 円
八国山に生えているキノコを探し，観察します。
＊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
★身近な植物で草木染め
（申し込み不要）
チ ョ ン マ ッ ト をつ

１０月２０日（土） 10：00～12：00
毎週土・日曜日 10:30～11:30/13：30～14：30/15：30～16：30
定員 15 名（先着） 保険代 100 円
＊手こぎトロッコにのろう！
★縄文ランチョンマットづくり（10/5 より申し込み受付）
１０月１３日（土） 11：00～12：00/14：00～15：30
遺跡から見つかったカゴ編みの技術を使って，ラン
★お申し込み・お問い合わせは…
チョンマットをつくります。
１０月２８日（日）13：30～15：00
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
定員 12 名（先着） 材料費 100 円

月
9/17

火
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水
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ちょこっと
体験

9/24

9/25

おやすみ

10/1
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おやすみ

おやすみ

10/8

10/9

10/15

金
9/21

土
9/22

日
9/23

★身近な植物
で草木染め

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

9/29

9/30

★自然で楽器づくり
弓矢たいけん

★お月見の会
ちょこっと体験
弓矢たいけん

10/5

10/6

10/7
ちょこっと体験
弓矢たいけん
色付革ストラップ
づくり

ちょこっと体験

おやすみ

ちょこっと
体験

木
9/20

9/26

9/27

9/28

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

10/3

10/4

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

ちょこっと体験
弓矢たいけん
考古学ボランティア講座

10/10

10/11

10/12

10/13

10/14

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

★身近な植物で
草木染め
ちょこっと体験
弓矢たいけん

おやすみ

おやすみ

10/16

10/17

10/18

10/19

10/20

10/21

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

★八国山のキノコさん
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

10/24

10/25

10/26

10/27

10/28

おやすみ

おやすみ

10/22

10/23

おやすみ

おやすみ

10/29

10/30

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

★縄文ランチョン
マットづくり
ちょこっと体験
弓矢たいけん
昔がたり発表

10/31

11/1

11/2

11/3

11/4

ちょこっと体験
ちょこっと体験
おやすみ

ちょこっと体験

ちょこっと体験

おやすみ

【４】

弓矢たいけん
八国山ガイドウォーク

★文化財ウィーク
関連事業
「はっけんのもりへ
ようこそ」

