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私たちの活動といえば、滝山城跡の下草刈り、城郭学習会、ボランティアガイドや歴史講演会等の実施です。今期

は今までになかった、ボランティアガイド養成講座や甲冑組み立て講座の受講がありいつもと少し違う半年間でした。

そして、ボランティアガイド養成講座を受講した私たちは平成 28 年 4 月 1 日に八王子市認定ボランティアガイド団

体「ウジテラーズ」として発足し新たな門出となりました。 

 

 

 

 10月 18日(日) 定例活動 本丸南･腰曲輪 

会員８名が参加 

９月に伐採し放置してあった樹木の枝などを集積場所に何回も往復して運びました。この日は元八王子で開催された

北条氏照祭りに会員３名が協力していたこともあり、下草刈り活動はいつもより少ない人数での作業でしたが予定し

ていた作業工程は全て終えることができました。 

   

 

 

 10月 30日(金) 八王子市加住小中学校･中学部 1年生のガイド 

会員７名がガイドで参加しました。 

 

 

「拝啓 秋もすぎ寒さを感じる季節になってきましたが皆様にはお変わりもなくお過ごしのことと存じます。私たち

も期末考査などにむけて元気に学校生活を送っています。さて、先日滝山城址の見学では丁寧にご指導していただき

ありがとうございました。知っているようで知らなかった「滝山城」のさまざまなことがわかり興味深く感じました。

「滝山城」が有名であることにおどろいたこともあるのですが特に印象に残ったのは「滝山城」も守りの仕方や仕組

みが城内や城外に備わっていることにおどろきすごいと思いました。本当にありがとうございました。教えていただ

いたことを忘れず郷土のことをこれからも勉強していきたいです。これから寒くなってきますが皆様のご健康をお祈

り致します。どうかご自愛ください。ますはとりあえずのお礼まで。」（S 君） 

 

「先日の滝山城址の見学では丁寧にご指導していただきありがとうございました。特に印象に残ったのは奥村さんの

お話です。奥村さんのお話は詳細で滝山城址の歴史がよくわかりました。本当にありがとうございました。寒い季節

が近づいてきますがお元気でご活躍ください。私たちも頑張ります。」（I 君） 

 

 
 

 

重い丸太は肩に担いで運びました 

滝山城主 北条氏照 

滝 山 だ よ り 

枝は細かく切断してから運びました 足場の悪い場所での作業もありました 

よみがえる滝山城 
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【 平成 27年 10月～平成 28年 3月の主な活動 】 

後日、生徒さんから手紙が

届きましたのでその一部

を紹介します。嬉しいメッ

セージは今後の活動の励

みになりました。 

千畳敷で自己紹介をしてから出発 ガイドの説明を熱心に聞く生徒さんたち 班ごとに城内を巡りました 
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「先日の滝山城址の見学では丁寧にご指導していただきありがとうございました。特に印象に残ったのは小宮曲輪と

空堀のお話です。小宮曲輪は小宮さんという方が住んでいた事や空堀は四百年前までは今より 2.3 メートル深かった

事などとても勉強になりました。本当にありがとうございました。寒い季節が近づいてきますがお元気でご活躍くだ

さい。私たちも頑張ります。「（Nさん） 

 

 

 10月 31日(土) 滝山城見学者３名のガイド 

会員３名がガイドで参加しました 

                     

 

 

 11月 22日(日) 定例活動 本丸南･腰曲輪 

  会員９名が参加 

本丸南・腰曲輪は以前から継続して整備を行ってきました。三段ある腰曲輪と切岸(斜面)を集中的に整備した事により

各曲輪への虎口を狙う櫓台跡の位置関係がよく分かるようになりました。本丸という身近な場所ですが、景観が回復

した事により詳しいナワバリの説明が可能になりました。今まで以上に注目したいエリアです。 

   

 

 

 11月 28日(土) 「渋川ゆかりの城めぐり教室」見学者２６名と職員２名のガイド 

会員７名がガイドで参加しました 

   

 

 

 12月 6日(日) 日本城郭協会主催１３名のガイド 

会員６名がガイドで参加しました 

   

 

 

本丸南・腰曲輪二段目の切岸 作業前 本丸南・腰曲輪二段目の切岸 作業後 女性会員が応援に駆けつけてくれました 

私たちの活動が全国的

に知られているようで

す。遠方の地域からガ

イド依頼がくるように

なりました。 

本丸からの眺望を楽しむ参加者 

 

本丸で記念撮影 城の話しで会話がはずみました 

中の丸で多摩川方面の防御の説明 弁天池跡 池に浮かんだ舟を想像中 

世田谷区から訪れた城

好きの方たちと仲間同

士のように滝山城を巡

りました。少人数のガ

イド依頼も歓迎です。 

城に詳しい団体さん

に、滝山城を知り尽く

した(?)私たちならて

はの詳しいガイドで

案内をしました。 

中田氏の熱い説明が更に熱かった！ 山の神曲輪で城と民衆の関わりの話 本丸碑の前で登城記念の撮影 

少人数で一体感のある散策でした 
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 12月 20日(日) 定例活動 出丸周辺 

会員１１名、お手入れボランティアさん男性１名が参加 

出丸周辺の整備はしばらくぶりなので景観は荒れた状態でしたが、作業を始めて数時間のうちには綺麗になりました。

更に中田氏の指導のもと城内の推定通路をイメージして下草を刈りました。 

   

 

 

 ボランティアガイド養成講座及び甲冑組み立て講座 

平成 27 年 12 月 13 日から平成 28 年 3 月 6 日の期間５回にわけて、最大２２名がボランティアガイド養成講座

と甲冑組み立て講座を受講しました。講座は「滝山城跡現地でガイドの基本知識」、「おもてなしの心得」や「聴き手

を楽しませるガイドの仕方」などについて学習しました。完成した甲冑は滝山城跡のガイドなどで着用する予定です。 

   

 

 

 1月 17日(日) 定例活動 出丸周辺 

会員１３名、お手入れボランティアさん女性２名・男性２名が参加 

12 月に続き出丸周辺の整備を行いました。城好きの女子 城ガール隊の２名が参加し、普段より多めの総勢１７名で

作業を行いましたので作業がはかどりました。この日は参加者たちの動きがいつもより良かった気がしました、なぜ？ 

   

 

 

 2月 21日(日) 定例活動 大池堤防周辺 

会員１３名、お手入れボランティアさん男性２名が参加 

大池堤防および大池に続く竪堀の整備を行いました。竪堀を上まで刈ってみたところ、竪堀からＬ字形に畝状の堀が

出現しました。その大きな堀のなかに水を溜めていたことが考えられると中田正光氏から説明がありました。 

    

 

 

竪堀作業前 何も見えない状態でした 

 

竪堀作業後 同じ場所に見えないほど景観回復 畝状の堀は深いです、人の背丈と比べてください 

製作途中の兜 独自にアレンジを加えた人もいます 

作業前の出丸東側の曲輪  作業後は右側の竪堀もよく見えるようになりました 

「聴き手を楽しませるガイドの仕方」を受講中 

曲輪間の推定通路を造りました 

講師はお笑い芸人の「ぺよん潤」さんでした 

不慣れなボランティアさんに鋸の使い方を指導 城ガール隊員さんが枝切り鋏で大活躍でした 作業後 こんなに綺麗になりました、左が出丸 
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 2月 22日(月) 昭島市環境学習講座「滝山公園を訪ねてみよう」のガイド 

４０名の参加者を会員１１名がガイドで協力しました 

  

 

 

 3月 20日(日) 定例活動 大池堤防周辺 

会員１２名、お手入れボランティアさん男性１名が参加 

２月の作業で伐採した樹木の片付けと家臣屋敷跡東の橋下から大池堤防に続く竪堀の整備を実施しました。 

   

 

 

 その他の活動    城郭学習会が中止になったのは残念でした、次回に期待しましょう ♪ 

月  日 活 動 内 容 参加会員 

10 月２９日(木) 滝山城跡見学者 10 名のガイドと八王子市加住小中学校・中学部１年生の滝山城跡見学の事前授業 ２名 

11 月 15 日(日) 「八王子刀道愛好会」７名のガイド ２名 

11 月 2３日(月) 「八王子市環境学習リーダー第６期の会」１０名のガイド ３名 

11 月 2５日(水) 滝山城跡見学者２７名のガイド ７名 

3 月 1７日(木) 滝山城跡見学者１０名のガイド ３名 

3 月 19 日(土) 「第５１回滝山城跡桜まつり」の設営準備に協力 １名 

3 月 24 日(木) 甲冑ガイド･プレデビュー「旅行会社の滝山城跡･高月城跡モニターツアー」のガイド ９名 

3 月 26 日(土) 「第５１回滝山城跡桜まつり」の旧国民宿舎の片付けに協力 ６名 

3 月 30 日(水) 「故郷の城跡巡り愛好会」（西東京市）２７名のガイド ７名 

3 月 3１日(木) 滝山城跡見学者１１名のガイド １名 
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この会報を編集している最中に、滝山エリアを「第二の高尾山」に観光地として開発を進めるというニュースが入ってきま

した。高尾山への観光客一極集中からの脱却を図る必要があると八王子市が判断したのだそうです。そこで注目されたのが「人

を呼べるスポット」として滝山城跡がある滝山エリア。このスケールの大きな開発計画は嬉しくもありますが同時に不安も感

じました。この計画が進められたとき、滝山城跡を拠点とする私たちの活動は変わっていくのか、それとも変わらないのか、

またはどのように変わるべきなのかを考えさせられます。今年 10 周年を迎える NPO 法人 滝山城跡群･自然と歴史を守る会

の活動は、この新たな開発計画の流れのなかで進む方向の変遷の訪れを予感します。 

編集後記 

家臣屋敷跡東の橋下から堤防に続く竪堀 作業前 家臣屋敷跡東の橋下から堤防に続く竪堀 作業後 作業成果に満足 次回の作業計画を立てました 

参加会員は帽子と同色のベストを着用しました 櫓台のことなど城の詳しい説明もしました 

「緑の学習講座」というテーマでした

が、滝山城の歴史を知りたいという参

加者が多数いらっしゃいましたので、

更に滝山城に興味を持って頂けるよ

うなガイドで城の説明をしました。 


