５．歴史講演会
第５回、第６回歴史講演会を開催しました。
日 付

名

称

講師・会場

第５回歴史講演会
５/３０(日)
｢北条氏照の領国支配と城郭｣-村人の城・戦国大名の城-

講師 中田正光氏（中世城郭研究家）
会場 八王子市加住市民センター

第６回歴史講演会
１２/５(日)
「滝山城跡の保存と活用」

講師 峰岸純夫氏（東京都立大学名誉教授）
馬場憲一氏（中央大学教授）
会場 東京都八王子労政会館

６．平成２３年４月～平成２４年３月活動計画 案
日 付

時 間

(都合により日程・内容を変更することがあります）

活動予定内容

定例活動（下草刈り、景観伐採）

４/１７(日)

9:30～15:00

５/１５(日)

10:00～15::00

滝山城散策ツアーガイド

５/１５(日)

18:00～20:30

５/２９(日)

9:30～15:00

６/ ５(日)

9:00～16:00

６/１９(日)

9:30～15:00

７/１７(日)

9:30～15:00

８/２１(日)

9:30～15:00

９/１８(日)

9:30～15:00

平成２３年度 第１回総会
定例活動（下草刈り、景観伐採）
城郭学習会（八王子城跡）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
滝山城見学（加住中学校１年生）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
自然体験講座
（滝山城散策ツアーガイド）
第７回歴史講演会
（講演内容未定）
忘年懇親会
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
城郭学習会（片倉城跡など）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
定例活動（下草刈り、景観伐採）

１０/１６(日)
１１/ ２(日)
１１/２０(日)
１１/

(日)

(日程未定）

9:30～15:00
11:40～15::00
9:30～15:00
10:00～15::00

１２/ 4(日)

13:30～16:00

１２/ ４(日)
１２/１８(日)
１/１５(日)
１/２９(日)
２/１９(日)

18:00～20:00

３/１８(日)

9:30～15:00

３/２５(日)

10:00～15::00

9:30～15:00
9:30～15:00
9:00～16:00
9:30～15:00

摘 要

滝山城散策ツアー

主催：道の駅八王子滝山、滝山城跡文化協会

ボランティアガイド
会場 八王子市加住市民センター（予定）

ボランティアガイド
主催 八王子市北部地区環境市民会議
ボランティアガイド
講師 未定
会場 八王子市加住市民センター（予定）
会場 未定

主催 滝山城跡群・自然と歴史を守る会
講師 ボランティアガイド

平成２３年５月１日

発行者
ＮＰＯ法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会 理事長 西山富保
編 集
高橋 努
滝山城跡群・自然と歴史を守る会 ホームページ
http://takiyamajo.com/index.php
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滝山城跡群・自然と歴史を守る会の活動も５周年目を迎えました。関係者の皆様のご支援に感謝申し上げます。
当会のこの１年間の活動を「滝山だより」としてまとめました。景観伐採活動においては、千畳敷から通称弁天池跡に
かけては見事な景観が回復し、小宮曲輪虎口周辺の遺構も徐々に明らかになっています。また、滝山城跡を広く一般
の方々に理解していただくために散策ツアーや歴史講演会を開催いたしました。
本年４月からは定例活動の景観伐採を９時３０分から１５時までに延長し、景観整備をより充実したものにいたします。
今後とも、皆様のご支援・ご助力をお願い申し上げます。
ＮＰＯ法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会 理事長 西山富保
１．平成２２年４月～平成２ ３年３月活動 実績
日 付

時 間

４/１１(日)

9:00～12:00

４/１８(日)

10:00～14::00

４/２５(日)

9:00～16:00

５/１６(日)

9:00～12:00

５/１６(日)

18:30～20::30

５/３０(日)

13:30～15::00

６/２０(日)

9:00～12:00

７/１８(日)

9:00～12:00

８/１５(日)

9:00～12:00

９/１９(日)

9:00～12:00

１０/１７(日)

9:00～12:00

１１/ ２(日)

11:40～15::00

１１/１４(日)

9:00～12:00

１１/２１(日)

10:00～15::00

１２/ ５(日)

滝山城跡群自然と歴史を守る会 会報 「滝山だより」 第１号
発行日

ＮＰＯ法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会

13:30～16:00

１２/ ８(水)
１２/１２(日)
１２/１９(日)
１/１６(日)
１/３０(日)

19:00～21:00

２/２０(日)
３/２０(日)

9:00～12:00

9:00～16:00
9:00～12:00
9::00～12:00
9:00～16:00
9:00～12:00

３/２７(日) 10:00～15::00

活 動 内 容

定例活動（下草刈り、景観伐採）
滝山城散策ツアーガイド

摘 要（敬称略）

本丸西腰曲輪周辺
主催：道の駅八王子滝山、滝山城跡文化協会

講師 中田正光＆ボランティアガイド
城郭学習会（檜原城跡、戸倉城跡）
講師 中田正光（中世城郭研究家）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
本丸西腰曲輪周辺
平成２２年度 第１回総会
会場 八王子市加住市民センター
第５回歴史講演会
講師 中田正光（中世城郭研究家）
「北条氏照の領国支配と城郭」
会場 八王子市加住市民センター
定例活動（下草刈り、景観伐採）
本丸西腰曲輪及び空堀跡周辺
定例活動（下草刈り、景観伐採）
本丸西腰曲輪周辺
定例活動（下草刈り、景観伐採）
本丸西腰曲輪及び千畳敷腰曲輪周辺
定例活動（下草刈り、景観伐採）
千畳敷周辺及び池跡周辺散策ルート
定例活動（下草刈り、景観伐採）
千畳敷周囲
滝山城見学（加住中学校１年生）
ボランティアガイド
定例活動（下草刈り、景観伐採）
千畳敷腰曲輪周辺
自然体験講座
主催 八王子市北部地区環境市民会議
（滝山城散策ツアーガイド）
講師 中田正光＆ボランティアガイド
講師 峰岸純夫（東京都立大学名誉教授）
第６回歴史講演会
（
馬場憲一（法政大学教授）
「滝山城跡の保存と活用」
会場 東京都八王子労政会館
忘年懇親会
会場 和民
城郭学習会（金山城跡）
講師 峰岸純夫（東京都立大学名誉教授）
定例活動（下草刈り、景観伐採）
千畳敷腰曲輪及び池跡周辺
定例活動（下草刈り、景観伐採）
千畳敷腰曲輪及び池跡周辺
城郭学習会（滝山・根小屋・高月城跡） 会員による滝山城跡群踏査
定例活動（下草刈り、景観伐採）
弁天池跡及び小宮曲輪虎口周辺
定例活動（下草刈り、景観伐採）
小宮曲輪虎口及び山の神曲輪周辺
主催 滝山城跡群・自然と歴史を守る会
滝山城散策ツアー
講師 中田正光＆ボランティアガイド
-１-

２．定例活動（下草刈り、景観伐採作業）

３．城郭学習会

国指定史跡である滝山城跡の歴史的価値を保存しつつ、史蹟としての活用を図るため、城跡に繁茂している草木を
伐採・整理して「戦国の名城」と呼ばれる滝山城の遺構を明らかにしています。
平成２３年５月から８月にかけて実施した本丸西側腰曲輪の景観伐採作業の進行状況です。
５月１６日（日）
本丸西側腰曲輪の景観伐採を開始しました。
作業開始時には、２ｍを超す篠竹や灌木が密生していて、曲輪の地形
がどのようになっているのかがわからない状態でした。
この日は、八王子市議会の若尾きみえ議員が景観伐採作業を視察され
ました。
６月２０日（日）
本丸西側腰曲輪の景観伐採の２回目の様子です。
篠竹や灌木には大量の蔦や蔓草が絡まっていたため、伐採作業は思う
ようには進みませんでしたが、根気強い作業の結果、曲輪の削平面が
徐々に現れてきました。
この場所に一般の方々が訪れることはほとんどありませんが、本丸か
らの眺めは変わることでしょう。
７月１８日（日）
本丸西側腰曲輪の景観伐採第３回目の様子です。
この夏は記録的な猛暑日が続き、この日も強い日射しと高い気温に悩
まされながらの作業になりました。
伐採作業は順調に進み、周囲の曲輪の壁に生えている樹木も伐採した
ことにより、往時の城郭の様子が感じられるようになりました。

（1）戸倉城跡（あきる野市）
、檜原城跡（檜原村）
4 月２５日（日）に中田正光先生を講師として戸倉城、檜原城を訪れました。
戸倉城は北条氏照に家督を譲った大石定久が隠居したと伝わる山城で、山頂周辺
に遺構が残ります。檜原城は、八王子落城の際に北条氏照の重臣・横地監物が逃れ
落ちた城で、本丸西に畝状竪堀が残っています。

檜原城跡・本丸

(2) 金山城跡（群馬県太田市）
１２月１２日（日）にマイクロバスで金山城を訪れました。金山城は関東では珍し
い「石垣を多用した山城」で、後北条氏の勢力下にも入りました。金山城の発掘調
査や遺構復元に関わられた峰岸純夫先生の解説を受けながら城跡遺構を巡りまし
た。復元された石垣や日の池・月の池などは見事で城の堅固さを実感しました。ま
た、関東平野や利根川、上毛の山々などの雄大な眺望が印象に残ります。

戸倉城跡・本丸からの眺望

(3) 滝山城跡、高月城跡、根小屋城跡（八王子市・あきる野市）
１月３０日（日）に当会の活動のベースである「滝山城跡群」の３城跡を踏査しま
した。今回は、中田正光先生から頂いた３城跡の資料を手に会員が城跡を歩きまし
た。滝山城跡は特別ルートを周回、枯葉にまみれながらの楽しい探索でした。切り
立った断崖上の根小屋城跡や滝山城移転前の大石氏の居城・高月城の踏査は、滝山
城との関連を考える機会になりました。

滝山城跡・搦め手から中の丸へ

根小屋城跡・北曲輪北端

金山城跡・大手道

高月城跡・本丸跡（現状は畑）

４．散策ツアーガイド
継続的に景観伐採作業を行った結果、滝山城は北条氏照が見ていた当時の姿に近づいているようです。

滝山城跡の史蹟としての重要性や豊かな自然環境などをより多くの人に知っていただくために、
散策ツアー主催や他団体主催の散策ツアーにガイドボランティアとして参加しました。
日 付

名
称
４/１８ (日) 滝山城散策ツアーガイド

平成２３年１月に、千畳敷から池跡方面を撮影した
ものです。腰曲輪の景観を阻害していた切り枝や枯
れ草などを整理し、池跡が見わたせるようになりま
した。中央奥の丸い山は、昨年４月に公園として整
備・公開された山の神曲輪です。
-２-

参加者
37 名

１１/ ２ (日) 滝山城見学（加住中学校１年生）

八王子市立加住小中学校 中学部

20 名

１１/２１(日)

自然体験講座 滝山城散策ツアーガイド

八王子市北部地区環境市民会議

30 名

滝山城散策ツアー

NPO 法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会

41 名

3/２１(日)

平成２３年１月現在の本丸西側腰曲輪
（上記の
記事と同じ場所）の様子です。夏場に比べ、冬
枯れ時期のため曲輪の状況や地形がはっきり
としています。篠竹の一部は、以前の景観との
比較のために伐採せずに残してあります。

主
催
道の駅八王子滝山、滝山城跡文化協会

滝山城散策ツアーガイド(4 月)

自然体験講座（11 月）
-３-

滝山城散策ツアー（３月）

