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平成２６年１０月～平成２７年３月度の活動
１．定例活動（滝山城跡の遺構の景観回復と景観維持活動）
日付

時間

実施場所

参加会員

１０/１９(日)

９:３０～１５:００

見学コースの点検（大池堤防周辺、本丸南通路周辺） 1６名 協３名

１１/１６(日)

９:３０～１５:００

本丸西・腰曲輪、出丸
小宮曲輪等の草刈り等清掃業務

１１名

１２/２１(日)

９:３０～１５:００

本丸西・腰曲輪、出丸
小宮曲輪等の草刈り等清掃業務

１７名 体３名

１/１８ (日)

９:３０～１５:００

小宮曲輪南・竹林

１８名 体１名

２/１５ (日)

９:３０～１５:００

小宮曲輪南・竹林

２３名 体２名

３/１５ (日)

９:３０～１５:００

小宮曲輪南・竹林

１３名

※参加会員欄の協は協力参加者、体は体験参加者です。

10/19 本 丸 か ら 弁 天 池 方 面 へ 下 る 通 路
の下草刈りを行いました

11/1６ 作業の合間に中田正光さんを囲
んで滝山城の説明をうかがいます

1/1８ 小宮曲輪南・竹林の孟宗竹の伐倒
作業が進み視界が開けてきました

２．滝山城跡見学会と滝山城跡ボランティア・ガイド等
日付

内容

主催または依頼者

参加者

１１/３(月)

自然体験講座
｢滝山城の自然観察と歴史探訪｣

八王子市北部地区環境市民会議

１１/７(金)

滝山城跡見学会

八王子市立加住小中学校・
中学部１年生

「バスでめぐる施設見学会」
(片倉・滝山・八王子城跡)

八王子市総合経営部広聴課

野外体験学習
（竹林で伐採竹木の整理）

八王子市立加住小中学校・
中学部３年生

１１/１９(水)
１１/２１(金)
３/1２(金)

１１/３ 自然体験講座
（八王子市北部地区環境市民会議）

１１/7 滝山城跡見学会
（八王子市立加住小中学校・中学部１年生）

-１-

参加会員

１７名

１１名

生徒 ２７名
教師 ３名

７名

２２名

３名

２３名

３名

生徒 ２７名
教師 ２名

７名

１１/２1 バスでめぐる施設見学会
（八王子市 総合経営部広聴課）

３．八王子・３名城めぐり
昨年出版した『戦国の城は民衆の危機を救った』の内容に関連して、新事業として北条氏照が居住した八王
子市内に残る３名城めぐりを実施しました。滝山城以外から離れての城跡ガイドは初めての試みでしたので、
募集方法、ガイド手順、安全対策などの検討や、事前の実踏調査を行うなどの対策を行いました。
氏照が大石氏の養子として最初に入ったとされる浄福寺城、初めて城主となった滝山城、新たな居城として
築いた八王子城と、氏照が移り住んだ順を追っての３名城めぐりは、関心が高い方が多く、予想を超える数の
参加者がありましたが、会員の皆様の協力のおかげで事故なく終えることができました。

(１) 第１回 浄福寺城
第１回浄福寺城は平成２６年１０月２６日（日）に実施しました。（参加者４２名 参加会員１７名）
浄福寺城は急登や急下降などの険しい地形もありますが、人の手がほとんど入らなかったために城郭遺構が
良好に残っていますので、尾根ごとに異なった防御などを紹介しました。下山後の浄福寺ではご住職のお話
を伺った後に歴史ある本堂内の拝観もできて、参加者の皆様にはご好評をいただきました。

浄福寺城の見どころでもある連続竪堀で
解説する中田講師

本丸での昼食を終えて山麓の浄福寺へ
向かいます

浄福寺本堂内でご住職の楽しいお話を伺い
ました

(２) 第２回 滝山城
第２回滝山城は平成２６年１１月３０日（日）に実施しました。（参加者６４名 参加会員２１名）
滝山城のガイドの新しい試みとして、今回は「出丸～馬出～横堀・竪堀」という新たなコースを加えたこ
とで、１１月度の定例活動の際に新コースの下草刈りやコース整備を実施しました。

中の丸に全員が集合して中田講師に解説を
していただいています

滝山城の見どころのひとつになっている
弁天池と弁天島周辺を案内しています

出丸西側の馬出から横堀を下るルートは
今回の新しく設定しました

(３) 第３回 八王子城
第３回八王子城は平成２７年１月２５日（日）に実施しました。（参加者人９３名 参加会員１５名）
当日は予想を上回る人数の参加者や出発地点近くで太鼓の練習があるなど想定外の事態がありました。御主
殿地区は八王子城跡ボランティアガイドの会の方々に説明をしていただき、御主殿地区から先は本会のガイ
ドによってご案内しました。殿の道や詰の城などの難コースもありましたが全員が無事に踏破しました。

御主殿地区は八王子城跡ボランティアガイ
ドの方々に説明をしていただきました

八王子城の特徴の高低差を利用した防御を
体感しながら登ります
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普段は人を見かけない本丸跡ですが当日
は参加者で満員になりました

４．城郭学習会
第３回城郭学習会は、平成２７年２月２８日（土）～３月１日（日）の１泊２日の行程で、安土城（滋賀県
近江八幡市）と観音寺城（同）を訪問しました。織田信長が築城した安土城は中世城郭の到達点であるととも
に、近世城郭の始まりという特別な城郭です。信長が見た景色は参加者にはどのように映ったのでしょうか。

安土城・大手道の立派な石垣を見ながら入
口から頂上まで続く石段を登ります

安土城・天主跡は景色がよく、この天主
からの眺めは絶景だっただろう

古城址の雰囲気城たっぷりの観音寺城
苔の生えた石段を登ると本丸に辿り着く

観音寺城は独自の技法で積まれた石垣は見
ごたえがありました

安土城天主での集合写真
会員同士の親睦が更に深まりました

「安土城天主 信長の館」の天主レプリカ
は塑像以上の豪華さに驚きました

城郭学習会に参加して
第３回城郭学習会、滋賀県近江八幡市「安土城」、「観音寺城」に参加しました。
二つの城跡を見学して印象に残ったことは石垣が多い山城であること、 そして積み上げられた石の形状が綺麗
で立派であることでした。特に安土城は権威の城であることを石垣で表現していることが伝わってきました。
観音寺城では特異に感じたことがあります。それは、山頂部分に寺があり、支尾根上に本丸が位置するという
ことです。城の本丸は山の一番高い所にあるのが普通だと思っていましたので、寺と城主の優劣の差が築城時に
及ぼした影響を考えると興味深い城郭の構造でした。
２日目に訪れた「安土城天主 信長の館」にある原寸大の天主レプリカは、安土城天主跡にそびえていた往時の
天主を想像しながら見学することができました。今回の城郭学習会は石垣を見るために参加したと言っても過言
ではないのですが、城だけでなく資料館なども併せて見学したことによ り、それぞれの見学内容が更に有意義な
ものとなりました。また、バスでの長時間の移動中や夕食時は会員同士の親睦を深める貴重な時間でした。
（文：中野智志さん）

５．滝山観光駐車場が完成しました
滝山観光駐車場の開設記念式典が３月２１日（土）に行われました。駐車場は地権者の村内道昌様（本会
会員）の協力を得て丹木町３丁目の交差点角に八王子市が設置しました。
駐車台数は２９台、利用時間は 9:00～17:00（１１月から２月は 16:00）です。自家用車での来訪が可
能になったことにより、より多くの方に滝山城跡を知っていただくことができるようになりました。

開設記念式典でご挨拶される村内道昌様

出入口は滝山街道側に面しています
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3 月２２日から利用可能になっています

６．滝が原運動場からのアクセス道路が整備されました
滝山城跡の中の丸から信濃屋敷あたりの崖下には野球場・テニスコート・
陸上競技場などを備えた滝が原運動場があります。この滝が原運動場の駐車
場から滝山城跡の搦め手口へ直接アクセスできる遊歩道が、東京都により新
たに整備されました。
遊歩道の設置により、搦手口から本丸や中の丸へ直接入ることができる新
しいコースが増えることになりました。
滝山城観光駐車場の開設と併せて。滝山城跡の観光推進が期待されます。

７．本会のマスコットキャラクター 「滝山城主 北条氏照」 ができました。
「滝山城跡群・自然と歴史を守る会」のオリジナルマスコットキャラクター「滝山城主 北条氏照」ができ
ました。滝山城に在城していた当時の若き戦国武将・北条氏照をキャラクター化したもので、獅子舞を好んだ
氏照が獅子頭を持つ姿、愛用の笛を吹く姿、采配を持つ姿などのデザインがあります。
キャラクターデザインは「滝の城保存会」関係者の野村真沙美さんに作成していただき、本会での使用承諾
をいただいています。
滝山城跡の魅力を伝えるために、伐採した竹木を利用した小物やのぼり旗などに使っていく予定です。会員
の皆様も活用のアイデアなどがありましたら、ご提案をお願いいたします。

滝山城跡群・自然と歴史を守る会
マスコットキャラクター
「滝山城主 北条氏照」
滝山だよりの表紙にも登場しています

８．所沢市柳瀬まちつくりセンターにて中田正光氏の講演会が開催されました
一昨年の城郭学習会で滝の城を訪問しました。その際に「滝の城保存会」の方々と
の交流ができたことから、11 月 29 日（土）に中田正光氏（中世城郭研究家・本会理
事）に柳瀬まちづくりセンター（所沢市）で「柳瀬郷土史講座 領民から見た戦国の
城」が開催され、３３名の方が聴講されました。

９．「いちょうまつり」に参加しました
11 月 15 日（土）・16 日（日）に「いちょうまつり」が開催されました。本会は
八王子研究団体連絡会の一員として旧陵南会館前のブースにおいて、会の紹介や八王
子・３名城めぐりの募集チラシ配布などを行いました。

１０．「八王子インタープリテーション向上フォーラム」に参加しました
1 月 24 日（土）・25 日（日）に開催された「八王子インタープリテーション向上
フォーラム～魅力伝道師の育成～」に参加しました。インタープリターとは歴史や自
然等の観光資源を解説する人のことで、市内の各団体とともにワークショップに出展
し、お互いの活動の情報交換などを行いました。

１１．新規入会会員のご紹介
下半期（１０月～３月）に新規入会された会員をご紹介します。よろしくお願いいたします。
お名前

横 川
しょうげんじ

貴 依 さん

正源寺 伴 明 さん

お住まい

入会日

八王子市横川町

平成 2６年 10 月 26 日

昭島市福島町

平成 2６年 11 月 30 日

１２．訃報
本会会員の佐々木蔵之助さんが平成 26 年 10 月 27 日にご逝去されました。
佐々木さんは八王子の歴史に精通された方で、考古学や滝山城・八王子城など
の紹介など多方面でご活躍されました。ご冥福をお祈りいたします。
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