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理事長として会の活動と発展に貢献されてきた西山富保氏が平成 29 年 3 月 31 日をもって理事長を退任し、

4月 1日付で前副理事長の尾熊治郎氏が理事長に就任しました。また副理事長には、理事の北原勇氏と奥村司氏

が就任しました。会報で全ての活動を報告することは紙面の都合上できませんが、平成 28年 4月から平成 29

年 3月までの定例活動の下草刈りや八王子市認定ガイドボランティア団体「ウジテラーズ」のおもな活動を写真

とともに紹介します。 

 

 

 

 4月 2日(土) 滝山城跡桜まつり 

      

 

 ＡＲ滝山城跡アプリ  

    

 

 ４月 17日(日) 定例活動 小宮曲輪･南竹林 

    

 

 4月 29日(金･祝) ～ 5月 8日(日)  滝山荘改装記念イベント 

    

 
 

 

滝山城主 北条氏照 

滝 山 だ よ り 
よみがえる滝山城 

NPO法人 滝山城跡群･自然と歴史を守る会    会報第 16号  平成 29年 5月 1日発行 

【 平成 28年 4月～平成 29年 3月の活動 】 

会場で会のＰＲや書籍の頒布を行い

ました。「ウジテラーズ」が八王子市

長より滝山城跡認定ガイドボランテ

ィア団体として紹介され、J:COMテ

レビの取材を受けました。 

滝山城跡の 10 ヶ所でスマホ

やタブレット画面を通して風

景を見ると戦国時代の滝山城

の復元映像（想像映像）が楽

しめるようになりました。 

会員 14 名とボランティアさ

ん８名が参加して、竹林整備

を実施しました。この時季な

らではの楽しみ(？)がありま

した。 

「ウジテラーズ」がデビューしました。滝山

荘改装記念としてウジテラーズが案内する

ミニ見学会と甲冑試着会を行いました。写真

は試着会の様子です。 
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 5月 14日(土) 道の駅八王子滝山主催 滝山散策ツアー 

     

 

 5月 15日(日) 定例活動 小宮曲輪･南竹林と天野坂周辺 

    

 

 6月 19日(日) 定例活動 小宮曲輪･南竹林、天野坂周辺 

      

 

 7月 17日(日) 定例活動 小宮曲輪･南竹林 

     

 

 7月 31日(日) 準定例活動 三の丸 東側堀 

   

 

 8月 13日(土) ～ 14日(日)  TAKAO 599 祭 に参加 

   

会員 17 名とボランティアさ

ん６名が参加。竹林では竹の間

伐を行い、天野坂周辺では小宮

曲輪との境にある堀の下草刈

りと竹の間伐を行いました。 

会員1３名と大学生のボランティ

アさん１４名が参加。大手口の天

野坂は滝山城跡に訪れて最初に

目に入る部分です。いつも綺麗に

しておきたいものです(写真右)。 

会員９名と女子中学生の親子２名

がボランティアで参加しました。

学校の課題でボランティア活動の

参加があるそうです。レポート提

出に役立ったでしょうか？ 

会員９名とボランティアさん２

名が参加。この場所での作業は

初めてです。作業前(写真左)と作

業後(写真右)。１回の作業では全

て終わりませんでした。 

会員６名が参加。高尾山の麓で開催された「山

の学校 ～夏の特別授業～」に参加し会の活動の

紹介や書籍の販売を行いました。会特性の甲冑

試着イベントは大好評で５５０人の方が試着し

ました。外国人観光客は大喜びでした(写真右)。 

毎年恒例行事の散策ツアー

です。会員 9 名が 24 名の

参加者を案内しました。 
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 8月 21日(日) の定例活動は雨天のため中止となりました 

 

 

 9月 11日(日) 臨時活動と 9月 18日(日) 定例活動 

         

 

 

 9月 24日(土) ～ 25日(日)  八王子市市制 100周年記念事業～体験楽習フェスティバル八王子 2016 

 

     

 

 

 10月 16日(日) 定例活動 三の丸 東側堀  

    

 

 

 11月 20日(日) 定例活動 三の丸 東側堀と切岸 

    

 

 

 12月 18日(日) 定例活動 三の丸 東側堀 

    

 

会員２５名が参加。AR アプリを使用しながら散

策し、「楽しく滝山城跡の歴史を学ぶ」をテーマ

にウジテラーズがガイドしました。毎回好評の

「甲冑を着て戦国武将と記念撮影」も実施しまし

た。 

臨時活動には会員 8 名が参加しました。滝山

城跡散策イベントを 9月 24日と 25日に開催す

るため、事前に散策路の整備しておきました。 

会員 14 名とボランティアさん

4 名が参加。切岸部分の雑木の

除去を行うと、その部分に出っ

張りがあることが新たにわかり

ました。 

会員 11 名とボランティアさん

9 名が参加。7 月から継続して

作業を行った結果、どの方向か

らも堀の中を見ることができる

ようになりました。 

会員14名とボランティアさん

7 名が参加。写真左のような状

態だった堀底の草木を刈りま

した。写真右は二の丸･南大馬

出から見た堀底です。 



4 

 

 1月 15日(日) 定例活動 出丸周辺 

        

 

 1月 29日(日) 準定例活動 滝集落への虎口部分 

   

 

 2月 19日(日) 定例活動 出丸周辺 本丸下三段目の曲輪 

          

 

 

 3月１９日(日) 定例活動 本丸西側の竪堀並びに周辺 

搦め手口方面と弁天池方面からの道が接続する、ともて興味深いナワバリ部分です。今後も継続して作業していき

たい場所です。 

 

 

 

・中村 亮介さん 文京区音羽       ・向 豊繁さん 八王子市梅坪町     ・細山 純一さん 八王子市横川町 

・鈴木 千沙さん 八王子市元本郷町 ・中村 勝広さん 八王子市久保山町 ・服部 勝さん 八王子市丹木町 

・矢島 尚司さん 八王子市散田町  ・長島 聡彦さん 青梅市東青梅   ・安斉 正夫さん 八王子市下恩方町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規会員の紹介 

私は 2009 年 9 月の入会以来、このたび理事長を退任された西山さんに下草刈りで使う道具のことや山の整

備の方法、滝山城跡ガイドのコツなど色々なことを教わりました。時には下草の刈り方が雑であるとか、木の切

る位置が悪いなど、優しくお叱りも受けました。そのご指導があり私もどうにか一人で下草刈りの作業ができる

ようになりました。西山さんの豊富な知識と技術や経験に基づいたご指導に深く感謝いたします。 
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編集後記 

会員 17 名とボランティア

さん 1 名が参加。写真のよ

うに曲輪が見違えるほど綺

麗になりました。 

会員 7 名とボランティアさん 2

名が参加。無造作に置かれた廃

木を片付けると、枡形虎口の形

状がよく分かるようになりまし

た。 

会員 16 名とボランティア

さん 4 名が参加。この場所

を整備するのは初めてで

す。切岸と曲輪が見えるよ

うになりました。 


