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平成２５年７月～９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

7／７（日） （6/16 振替日）

９：３０～１５：００

チェーンソー取扱い講習会

７／２１（日）
Hi
８／１８（日）

９：３０～１５：００

千畳敷北・腰曲輪

９：３０～１５：００

千畳敷北・腰曲輪

9／１５（日）の定例活動は台風のため１０月６日（日）に順延となりましたので次号に掲載します。
弁天池・周辺その１

７/2１

７/2１

８／１８

千畳敷北・腰曲輪の作業

７/2１

千畳敷北・腰曲輪の作業

千線畳敷北・腰曲輪（作業前）

千畳敷北・腰曲輪の作業

8/１８

８／１８

千畳敷の下草狩り作業

千線畳敷北・腰曲輪（作業後）

２．滝山城ボランティア・ガイド
滝山城ボランティア・ガイドは１件
でした。
７月１４日（土）、八王子市と横浜市
にお住まいの歴史愛好家の方２名を、
西山理事長がガイドしています。
暑い中、お疲れ様でした。
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７/2１

千畳敷北・腰曲輪の作業

８/１８

猛暑の中での作業でした

８／１８ 作業後の千線畳敷北・腰曲輪
（７／２１とほぼ同じ位置から撮影）

３．チェーンソー取扱い講習会
６月度の定例活動が雨天順延になり、７月７日（日）にチェーンソー取扱い講習会を実施して出席者１１
名全員が受講しました。午前はチェーンソーの構造を、午後は、実際に伐倒する際の手順や安全確認などを
学びました。講師をしていただいた森田さんは樹木伐採を専門職としている方で、ご自身の経験を交えなが
ら楽しく、わかりやすく教えていただきました。

講師をしていただいた森田さん

正しい持ち方の講習

本丸西・出丸で伐倒実技講習

４．第２回城郭学習会
平成２５年度第２回城郭学習会を次の通り実施します。
日

時

１１月２４日（日） ９：００出発（雨天中止）

集

合

道の駅八王子滝山・第２駐車場

交

通

見学先付近には駐車場がほとんどないので、

８：４５集合

乗用車に乗り合わせて行きます。
費
用
見学ｺｰｽ

５００円（同乗者は運転者にお支払いください）
道の駅八王子滝山～由井野城（弐分方町・西寺方町）
～小田野城（西寺方町）～深澤山心源院（下恩方町）
～ 八王子城 ・ 搦め手周辺(下恩方町)～ 道の駅八王子滝山
※見学先はすべて八王子市内です
心源院
持ち物等 昼食、飲み物、雨具、軍手、帽子など
安全のため、軽登山程度の服装で靴底のしっかりしたものを履いてきてください。
参加申込 １１月１７日（日）までに、西山理事長（０９-４３９０-７８３１）にお申し込みください。

５．「戦国の城は民衆の危機を救った －関東王国の平和を求めた八王子城主北条氏照－」を出版します。
「よみがえる滝山城」「滝山城戦国絵図」に続き、滝山城跡群・自然と歴史を守る会から「戦国の城 は民衆
の危機を救った －関東王国の平和を求めた八王子城主北条氏照－」を出版することになりました。
執筆は中世城郭研究家で、本会の会員でもある中田正光さんです。
発刊は１１月下旬頃の予定で、１２月１日（日）の第９回歴史講演会は、この本の出版記念講演として開催
し、当日は講演会場でもこの本を販売する予定になっています。会員の皆様もぜひお読みください。
本の内容は、次のようになる予定です。
（本の製作過程で内容や構成が
変更になることがありますので、ご了承ください）
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章

城と平和空間
安全を求めた避難場所
安全を求めた惣構
北条氏照の戦国
平和な北条領国を求めて
戦国八王子の城
（高月城・滝山城・根小屋城・浄福寺城・宮尾要害・
和田峠・片倉城・杉山峠・椚田城・小田野城・
出羽山城・廿里要害・木下沢要害・小仏峠と中峠・
八王子城・由井野城・八幡宿の城山・心源院）

豊臣秀吉の来攻を前にして、領国そして領民の生命・財産を守るた
めに北条氏照が進めていた構想や、八王子市域に数多く残る戦国時代
の城跡や峠・切通しなどを

綿密な調査と考証を基に集大成するなど、

戦国時代ファンや城郭ファンだけでなく、地域史研究などに も待望の
書といえるでしょう。
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６．第９回歴史講演会を開催します
第９回歴史講演会は今年の 12 月 1 日（日）に八王子市加住市民センターで開催します。講演会は、「戦国
の城は民衆の危機を救った －関東王国の平和を求めた八王子城主北条氏照－」の出版記念講演になります。
講師は、本会の会員の三池純正さん（戦国史研究家・作家）と中田正光さん（中世城郭研究家）です。
講演会当日、会員の方には資料の準備、講演会場の設営、参加者の誘導・受付、書籍の販売などをお願いし
たいと思いますので、第１回臨時総会の「返信用はがき」の下段の「歴史講演会の出欠欄」に記載されて、お
出しくださるようお願いします。
講演会終了後は第１回臨時総会と忘年懇親会を行います。こちらも、ぜひご参加ください。
第９回歴史講演会の概要
開催日
時 間
場

所

定 員
受講料
講演内容

平成２５年１２月１日（日）
１４：００～１６：４０
（受付は１３：３０から開始）
八王子市加住市民センター・多目的室
（八王子市加住町１－３３８）
１１４名（予約不要・当日先着順）
５００円（本会会員は無料）

第一部 のぼうの城と甲斐姫 -水攻めはなかった講師 三池純正 氏（戦国史研究家・作家・当会会員）
昨 年 秋 に映 画 「のぼうの城 」で話 題 になった成 田 氏 の居 城 ・忍 城 （行 田
市）の石田三成による「水攻め」が本当にあったのか、そして豊臣秀吉の側
室になった甲斐姫の謎について自著「のぼうの姫」をもとにしてお話しします。

第二部 八王子城と平和空間- 平和への請負人・北条氏照 講師 中田正光 氏（中世城郭研究家・当会会員）
戦国時代の城は、俗権力が支配する私的空間と、神仏の属性である
平和空間を同時に兼ね備えていた。八王子城主の北条氏照は、領民を
平和へと導くために、豊臣秀吉の来攻を前にして新都市建設の構想を進
めていた様子を自著「戦国の城は民衆の危機を救った －関東王国の平
和を求めた八王子城主北条氏照－」をもとにしてお話しします。

主
後

催
援

NPO 法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会
滝山城跡文化協会、八王子市、八王子市教育委員会、
東京都西部公園緑地事務所、道の駅八王子滝山、
公益社団法人八王子観光協会、NPO 法人八王子市民活
動協議会、八王子市川口郷土史研究会

７．第１回臨時総会開催のお知らせ
12 月 1 日（日）の第９回歴史講演会終了後に第１回臨時総会を開催します。
日
時 平成２５年１２月１日（日） １７：３０～
場
所 八王子市加住市民センター・多目的室（八王子市加住町１－３３８）
審議事項 「戦国の城は民衆の危機を救った」の出版費用の借入について（予定）
会員の皆様には、第１回臨時総会開催通知と一緒にお送りした「返信用はがき（出欠兼委任状）」に出欠を
記載されて、欠席の場合は委任状に署名・捺印されてお出しくださるようお願いします。

８．忘年懇親会開催のお知らせ
12 月 1 日（日）の第９回歴史講演会・第１回臨時総会の終了後に忘年懇親会を行います。
日
時
平成２５年１２月１日（日） １８：３０～２１：００
会
場
「割烹 志村屋」（八王子市中野上町２－２９－３ 電話 ０４２－６２２－１６５０）
会
費
４,０００円（予定） 会費は当日集金
送
迎
「第９回歴史講演会」及び「第１回臨時総会」の終了後に、加住市民センターの駐車場か
ら忘年懇親会会場への送迎バスが出ます。
「忘年懇親会」終了後には、「八王子駅北口」経由で「加住」方面に送迎バスが出ます。
第１回臨時総会の「返信用はがき」の下段の「忘年懇親会出欠欄」に記載されて、お出しくださるようお願
いします。
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９．「八王子市民活動フェスティバル２０１３」に参加しました。
八王子市内には環境や福祉などの分野で活動をしているＮＰＯ法人などの団体が
５００以上ありますが、市民活動に参加している市民は約１割と少ないことから、
市民に市民活動を知ってもらい、また市民活動団体間の交流を目的として、八王子
市市民活動支援センターにおいて、「八王子市民活動フェスティバル２０１３」 が
７月１３日（土）～１４日（日）に開催されました。
本会もこのフェスティバルに参加し、八木正範さん、中野智志さん、谷津慶次さ
んが出席しました。
フェスティバルでの団体間の交流を通じて、八王子市内の歴史関係団体の情報連
絡を目的として、８月２４日（土）に「第１回八王子歴史研究連絡会（仮称）」が開
催され、本会から西山理事長が副代表に選出されています。

１０．「広報はちおうじ」の記事から。
「広報はちおうじ」平成２５年９月 15 日号に『「市長と語る」を振り返る』という記事があり、市民の意見
と市長の回答が掲載されています。その中の滝山城跡に関わる市民の意見と市長の回答をご紹介します。
滝山城跡を観光資源としていかして 左入町 Ｋさん
戦国時代の名城として知られる滝山城跡を、八王子の観光資源としてもっと活かすべきです。
市の考えを教えてください。
市長から
滝山城は「中世城郭の最高傑作」とも言われ本市の魅力ある観光資源です。市では４月に滝山エ
リアの観光構想を検討する「滝山観光検討会」を発足し、１０月末までに構想をまとめます。構
想の実現に向けた取り組みを進め、本市のにぎわいにつながる観光地づくりをめざしていきます。

１１．「滝山観光検討会」の議事録がインターネットで閲覧できます。
滝山地域の観光振興を検討するために、地域の経済活性化及び観光産業の発展等につながる滝山観光の構想
に向けた滝山観光検討会が設置されました。この滝山検討会議の設置要綱や議事録（第１回～第５回：１０月
2５日現在）が八王市のホームページに掲載されています。
滝山エリアが八王子市の観光構想の対象として検討され滝山城跡はその
観光資源として注目されています。滝山観光検討会は１０月１１日（金）
に最終となる第６回の議事を行い、総まとめをする予定です。インター
ネットで「滝山観光検討会議」と検索し、議事録を確認してください。

１２．平成２５年１１月～平成２６年１月の活動予定
日付

時間

活動

（平成 25 年１０月３１日現在）
内容など

11 月１日（金）

9：20～１１：２０

滝山城見学のボランティア・ガイド

11 月４日（月）

10：00～１５：００

「自然体験講座（滝山城跡の自然観察
と歴史探訪）」のボランティア・ガイド

八王子市立加住小中学校・
中学部一年生
八王子市北部地区環境市民会議
主催

11 月 17（日）

9：30～１5：0０

定例活動（景観維持）

弁天池・周辺その２

11 月 2４日（日） ９：００～

第２回城郭学習会

由井野城、小田野城他

12 月 1 日（日）

13：30～１6：４０

第９回歴史講演会

会場 八王子市加住市民センター

12 月 1 日（日）

1７：30～

第１回臨時総会

会場 八王子市加住市民センター

12 月 1 日（日）

18：３０～2１：００

忘年懇親会

会場

12 月 15 日（日） 9：30～１5：0０

定例活動（景観維持）

本丸西・出丸周辺

1 月 19 日（日）

定例活動（下草刈り。景観伐採）

場所

9：30～１5：0０

「割烹 志村屋」

未定

（注）上記予定は１０月３１日現在のものです。都合により変更になる可能性がありますのでご注意ください。
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