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新年を迎えるために
今年も残すところ１か月半となりました。これまでも，
菖蒲祭りや東京文化財ウィークなどで，多くのみなさまに八
国山たいけんの里をご利用いただきました。今後もさまざま
な形でご来館いただければと思います。
しょうぶ

さて，１２月の体験は，年末にちなむものを準備していま
え と
み（へび）
す。ほんかく体験では，来年の干支“ 巳 ”をモチーフに
した革細工を実施し，稲わらリースやクリスマスカードづく
りも行います。年末・年始には多くの人との出会いがありま
す。気軽な贈り物としてもお使いください。

12月登場のちょこっと体験
・切り紙
（無料，
台紙は別売り，
２枚５０円）

稲わらで
リースづくり
クリスマスカード
づくり

稲わらでリースづくり
１２月１５日（土）1３：３０～1５：00
定員１５名（先着） 材料費２00 円

クリスマスカードづくり
１２月１５日（土）1４：３０～16：00
定員２０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「なつかしい暮らしと道具たち」
平成２５年１月９日（水）～３月９日（土）
月曜日・火曜日休館。1 月１４日は開館で 1５日が休館。２月 11 日は開館で 12 日が休館。
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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しもやけ べ い せき

シリーズ「下 宅部遺跡の保存と活用」

を活かした観察会や工作などの各種体験学習を行ってい

23 育てる会からはっちこっくメイトへ その４
○

ます。

下宅部遺跡はっけんのもりは，遺跡を埋没保存している

たいけんの里は，その周辺環境から下宅部遺跡のみの施

うえ，出土品展示館や復元建物などもなく，遺跡のイメー 設としてではなく，自然・民俗・歴史と幅広く，体験を通
ジが伝わりづらいとの意見が寄せられていました。一方で じて利用していただく性格を帯びていました。また、歴史
下宅部遺跡の資料は膨大であり，仮設の遺跡調査団事務所 館においても限られた人材で、本館と新たな館の運営を余
が発掘調査を終えた段階で撤去されると，それらの膨大な 儀なくされたため，その応援として、新たに「はっちこっ
出土品は既存の歴史館では収蔵しきれないことが分かり

くメイト」というボランティアによる運営を採ることとな

ました。

りました。

これらの課題を解決すべく，遺跡調査団からの収蔵施設

たいけんの里という新たな活動の拠点を得た育てる会

建設の要望を受け，歴史館が中心となって建設に向けての は，培ってきたノウハウを活かし，「はっちこっくメイト
協議が数年にわたりなされました。折からの財政難，建設 考古部会」として引き継がれることとなりました。2000
う

よ

計画は紆余曲折を経ながらも，はっけんのもりに近い、北 年から始まった育てる会の取り組みは，約 10 年の歳月を
山公園の一角に，1999年に放火で焼失したかやぶき民家 得て，新たなメンバーや，当初とは違う考え方も織り交ぜ
の跡地利用を含めた計画として建設されることとなりま
した。

ながら，今なお活動は続いています。
最後に「遺跡の保存と活用」として，日本における発掘

この建設計画の実現にあたっては，調査団や文化財保護 と開発，遺跡の保護と活用について振り返り，全国でも稀
審議会をはじめ，育てる会や郷土研究会などの市民団体か な下宅部遺跡の取り組みを紹介してきました。現在の我々
らも遺跡の重要性と収蔵・公開の必要性を鑑みた熱心な要 は先人たちの努力により確かに経済的・物質的に豊かな社
望も後押しとなりました。専門家の集まりでもある調査団 会になったかもしれません。しかし，「遺跡」という普段
や保護審議会からの声だけでなく，市民からの建設要望

の生活からかけ離れた存在は，実は皆さんの身近にあり，

は，はっけんのもりの活動で培ってきた市民と博物館との 先人たちが残した未来へのヒントが隠された宝物です。そ
信頼関係が結実したものではないでしょうか。

れを活かすか殺すかは，今を生きる我々にかかっていま

こうして建設された施設は，名称募集の結果「八国山た す。未来の子どもたちのためにも，みんなで仲良くコミュ
いけんの里」と名づけられ，2009年５月２日に開館。メ ニケーションしながら，遺跡を学び・守り・育てていける
インテーマを「狭山丘陵（八国山）の人と自然のカンケイ」 ような，本当に心豊かな社会になるよう，切に願います。
として，下宅部遺跡の出土品を中心とした市内遺跡出土品 その一歩は，たいけんの里でどなたでも踏み出すことがで
の収蔵と公開，同時に周辺の八国山緑地や北山公園の自然 きるのです。
を活かした観察会や工作などの各種体験学習を行ってい
ます。

かご

終

（石川）

【No.51】

籠といえば、自転車についているカゴや、買い物カゴ、洗濯カゴ、くずカゴなど、身
たいけんの里は、その周辺環境から下宅部遺跡のみの施設
籠と悪魔
の回りにたくさんあります。形や大きさ、素材など、様々です。しかし、そもそも籠
としてではなく、自然・民俗・歴史と幅広く、体験を通じ つる わら
というものは、竹や枝木、蔓、藁、草等を材料にして編んだ容器のことを指します。
て利用していただく性格おびていました。また、歴史館に
たいけんの里の展示室にもいくつか展示してあります。信じられないかもしれないで
おいても限られた人材で、本館と新たな館の運営を余儀な
すが、この籠が「魔除け」として使われていたことがあります。それは民俗学的には
こと よ う か
め かご
「事八日」と言い、毎年２月と１２月の８日に家々で目籠（東村山では「めえけえ」
くされたため、その応援として、新たに「はっちこっくメ
とも言われます）を高く掲げる行事です。東村山では大正時代に既にやらなくなった
イト」というボランティアによる運営を採ることとなりま
ようで、覚えている方はほとんどいないかもしれません。では、何故籠を高く掲げる
した。
のでしょうか。目籠のたくさんの「目」で、「悪魔」をにらんで追い払うためです。
ひとつめ
たいけんの里という新たな活動の拠点を得た育てる会は、
東村山では「悪魔」と表現されていますが、東京及びその周辺では一目小僧、神奈川
ではミカリ（ミカワリ）婆さんが来るという伝承があります。
（松崎）
培ってきたノウハウを活かし、「はっちこっくメイト考古
部会」として引き継がれることとなりました。2000年か
【２】
ら始まった育てる会の取り組みは、約10年の歳月を得て、
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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
市内各所に，はっちこっく通信を配布するため，
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
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 12 月 14 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

マイオリジナルストラップ

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）
。
革グループでは、毎月第１日曜日の１０時～１２時の
はっちこっくメイト各分野の方の出席をお願いします．
間、色付き革ストラップの体験事業を行っています。たい

けんの里でも、ちょこっと体験で革ストラップづくりを行
っていますが、毎月１回の革ストラップづくりの体験は、
革の染めを行い、一段とオリジナルあふれるストラップが
え と
できます。12 月 2 日はほんかく体験として，干支の革細
工を行います。
また，１１月より、メイトがつくるオリジナルストラッ
プがミュージアムグッズとして登場しています。詳細につ
いては、たいけんの里窓口までお問い合わせください。

収穫の秋

たいけんの里にある畑では，隣の北山小学校３，
４年生と一緒にサツマイモを育てています。今回で
４回目の収穫となります。今年は空梅雤，夏の猛暑
と長引く残暑と，天気には恵まれなかった年でした。
春の植えた直後には，苗が定着しないかも・・・と
か，雑草は勢いよく生えてくるのに、サツマイモの
つるはいっこうに伸びず・・・など，心配事が一番
多かった年でした。結果，取れたサツマイモは，去
年に比べたら半分の量でした。
が、北山小学校のみんなからは食べたらおいしか
ったと聞き，ホッと一安心しました。

●はっちこっくメイトによる１２月のほんかく体験（上記以外，４面参照）
１２月２日（日）干支（巳）の革細工
１２月９日（日）身近な植物で草木染め
１１月２４日（土）木の実で洗たく
八国山ガイドウォーク
（申込み不要・参加自由）

ふるさと昔語り

はっちこっくメイトと一緒に八国山を散策します。

はっちこっくメイトが東村山の昔話を語ります。

１１月１７日（土）１２月１日（土）１２月１５日（土）

１１月２５日（日）13：30～15：30
１２月２３日（日）13：30～15：30

1 回目 10：30～，2 回目 13：30～

八国山たいけんの里 ☎042-390-2161

（申込み不要・参加自由）

開館時間

【３】

9 時 30 分～17 時

休 館 日

毎週月・火曜日
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１2 月のたいけんの里 ★ イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
ちょこっと体験

ほんかく体験

＊有料たいけん

★干支（巳）の革細工（11 月 18 日から申し込み）

＊イベントの都合により中止あり

チョンマットをつくり
チ ョ ン マ ッ ト をつ
・革ストラップづくり￥50
・縄文ペンダント￥100
革細工で来年の干支の巳（へび）をつくります。
ます。
くります。
１２月２日（日） 10：00～12：00 材料費 100 円
・ペーパークラフト（クワガタ＆イノシシ）￥300
１０月２８日（日）13：30～
１０月２８日（日）13：
★身近な植物で草木染め（申し込み不要）
＊無料たいけん
15：00
30～15：00
身近な植物で，エコバックやスカーフを染めます。
・どんぐりトトロづくり
・ユニットおり紙
定員 １２名（先着）
材
定員 １２名（先着）
１２月９日（日） 13：30～15：30
・八国山おり紙
・切り紙(台紙は別売り２枚
50 円）
料費
100
円
材料費 100 円
材料費 100 円～1200 円（染めるものによって変わります）
＊手こぎトロッコにのろう！
持ち物 エプロン，ビニール袋
１２月８日（土）11：00～12：00/14：00～15：30
★稲わらでリースづくり（11 月 18 日から申し込み）
＊冬季につき，弓矢たいけんは休止させていただきます。
稲わらを使って輪飾りのリースをつくります。
★お申し込み・お問い合わせは…
１２月１５日（土）13：30～15：00
八国山たいけんの里 ☎042-390-2161
定員 先着 15 名 材料費 200 円
開館時間 9 時 30 分～17 時 休館日 毎週月・火曜日
★クリスマスカードづくり（12 月 5 日から申し込み）
クリスマスに贈るカードをつくります。
★石にお絵描き-ストーンペインティング（12 月 5 日から申し込み）
１２月１５日（土）14：30～16：00
いろんな形の石に好みの絵を書いて色を塗ります。
定員 先着 20 名 材料費 100 円
12 月 22 日（土）午後 1 時 30 分～午後 3 時 先着 30 名 参加費無料
材料費 150 円 持ち物 （あれば）ゴム手袋

月
11/12

火
11/13

水
11/14

木
11/15

金
11/16

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

お休み お休み
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11/21

11/22

11/23

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

11/28

11/29

11/30

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

お休み お休み
11/26

11/27

お休み お休み
12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

お休み お休み
12/10

12/11

12/12

12/13

12/14

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

12/19

12/20

12/21

ちょこっと体験

ちょこっと体験

ちょこっと体験

お休み お休み
12/17

12/18

お休み お休み
12/24
ちょこっと
体験

★八国山たいけんの里

土
11/17

日
11/18

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

11/24

11/25

★木の実で洗たく
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
ふるさと昔語り

12/1

12/2

ちょこっと体験
八国山ガイドウォーク

★干支（巳）の
革細工
ちょこっと体験

12/8

12/9

ちょこっと体験
手こぎトロッコ

★身近な植物で
草木染め
ちょこっと体験

12/15
★稲わらでﾘｰｽづくり
★ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞづくり
ちょこっと体験
八国山ガイドウォーク

12/22

12/23

★石にお絵描き
ちょこっと体験

ちょこっと体験
ふるさと昔語り

年末年始休館

１２月２５日（火）～１月３日（木）
新年は１月４日（金）から開館です。みなさんの来館をお待ちしています。
【４】

12/16
ちょこっと体験

