ＥＮＪＯＹ!!アリスの丘・風の丘ファーム NEWS LETTER

№2.

2000/7/10（1）

アリスの丘
風の丘ファーム
NEWS LETTER

№ 2.

2000 年 7 月 10 日発行
事務局 日野市百草 667-3
石坂 栄
TEL/FAX (042)593-0539
編集局 日野市百草 698-6
田村はる子
TEL/FAX (042)592-5859

農場で対照比較している写真の様に上手く行く時も
あり、大差ない時もありと云うところ。日野落川在住
の全農 OB 中沢さんが熱心に普及に努めておられ、小
生 800 グラム入り 1000 円の小袋、幾つか預かってい
ます。説明書、水道脇のポストに置いておきます。使
ってみたい方メモでも入れておいて下さい。
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川崎 明
「風の丘」で無農薬で色々試みながら楽しんでいま
す。ここの所、ズッキニーに凝っています。
縦長に切って種をとりフライ衣をつけて揚げます。
揚げたてにソースをつけて食べれば最高、ビールの
量がつい倍増してしまいます。今年はあちこちで手に
入れて、なんと白いの、黄色いの、緑のポピュラーな
ものと３種類も作ってしまいました。果たしてどれが
おいしいか楽しみです。
本日１年ぶり、初物を食べました。美味い！
問題は１週間もほうっておくと太腕のようなお化
けズッキニーがとれてしまうことです。

製品名:ディナグロス 小袋
商品名:アスカマン製品紹介ホームページ
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/aska95/index.html
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ホタルブクロ（キキョウ科）

風の丘の近況

一寸コマーシャル風ですがお知らせを。
落ち葉、抜き取った雑草、作物の残さ,台所の生ご
み等を緑肥として有効に使える菌があります。嫌気性
の幾つかの枯草菌で珍しくパテントもとれています。
土に生め込んで、すぐに種まきＯＫ、移植は 1 週間位
後に植え込んだほうが効果的ですが、アンモニア等悪
いガスが発生しないので直ぐ植え込んでも害は無い
そうです。週末農夫の小生も使い始めましたが、実験

（水田雅子）
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峰岸立枝
５月６日の散策会の参加者から、「市の緑地がある
のも知らなかった」とか「山に入ってもいいの？」な
どの声があったので実行に移した倉沢の市所有緑地
の草刈り。６月４日、８日と２回で２か所終わらせる
にはかなりバテたけれど、なんて楽しい時間が林の中
で過ぎていったことだろう。小鳥の声、巣、卵。心地
好い風、ちょっと歩くだけでは見えなかった草花との
対面の連続。あちこちで歓声を上げながら作業すると、
人間同士も林の生き物たちともその距離が急速に縮
まっていくのを感じる。
この緑地が私有地であった時は、市民にとっては近
付いてみることや遠方から眺めたりして癒されてい
た存在ではあった。しかし今回のように積極的に関わ
れるものではなかった。
また、市有地
となってから
の年月が浅い
こともあって、
散策会の参加
者のような声
があっても当
然であった。皆
の緑地だとい
う実感は、今度
の草刈りで初
めてつかめたように思う。
草に埋もれていた花が手仕事で見えてくる。チダケ
サシ（乳茸刺）がたくさんあった。信州では「チチタ
ケ」をこれに刺して持ち帰るのでこの名が付いたとい
う。乳茸の出る時期や花の茎の特徴などから用いられ
て命名されたとしても納得できる。庭に植えられるア
スチルベと同じ仲間で落ち着いた感じのピンクの花
が咲く。ハンショウヅル（半鐘蔓）も「こんなにある
の？」と驚くほど見つけた。この２種についていえば、
都環境保全局のレッドデータブックにも載っていて、
Ａランクではないが、保護が必要とされているもので
ある。絶滅の恐れがあるとして挙げられる生物は、多
く開発によるものとされるが、それ以外の要因も多い
と思う。現に簡単な手作業の中でその種が見えてきて、
絶滅より保護増殖される立場になれるのだから。
そもそも当緑地でのボランティア活動の始まりは、
散策会参加者の声に応えようとしたものであったが、
市が樹木の手入れを行ったことで下草の山百合が陽
の目を見るようになり、それではと山百合の保護を中
心に里山の林間で、それら草花の開花をまずは楽しみ
たい、という単純な思いが主であった。
きっかけになった山百合について少々触れたい。年
の暮れには百合根の需要が増える。記憶力の老化で不
確かだが、食用の百合根について読んだことがあり、
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食味の良さではコオニユリ、ヤマユリ、…オニユリの
順だったように思う。そこで私の選んだ百合根の取得
手段は、オニユリを栽培することだった。これは珠芽
（むかご）がたくさんでき、繁殖力が凄い。今年葉の
間にびっしりついた珠芽は落ちて珠芽の数だけ百合
は増え、大きな根にするには何年もかからない。
でも、もっと早く百合根を大きくして収穫したかっ
たら、花が咲き始めたら早いうちに花や蕾が幾層にも
つく茎の先端部分を掻き切ってしまう。丈は低くなる
が、夏から秋にかけ珠芽は驚くほど大きくなる。それ
を埋めて育てればよい。初秋にはアリスの丘の東側の
ポストの下に鬼百合の珠芽を置いておきますから、自
由にお持ち帰り下さい。
遭難でもして飢餓が迫ったなどという緊迫した状
況に追い込まれた時以外は、ゆめゆめ山でコオニユリ
やクルマユリなど食さないで下さい。珠芽も付けず厳
しい環境の中にあり、鬼百合のように旺盛な繁殖の手
段を持たないこの種は見て感動するだけにしてほし
い。
また、近辺でみられる山百合も掘ったりしないで、
むしろ果実ができたら、それを蒔いて増やし、白百合
の香りに包まれてみんなで「北上夜曲」でも合唱した
いと思いませんか？

田村はる子
６月４日、日曜日は運よく好天、湿度が低く、ほど
よく風が吹いて、蚊の対策など必要がない絶好の林の
手入れ日和でした。倉沢里山・緑のボランティアとし
て１１名が参加。それぞれが、自分に合った仕事をや
りこなします。近くの藪の中から支柱にする篠竹を伐
る人、支柱を立てる人、野草を麻縄で結ぶ人、植物名
を書く人、プレートを下げる人、下草を鎌で刈る人、
楽しくおしゃべりをしながら作業が進み、軽く汗を流
して２時間があっという間に終了。人数が少なかった
ので全部刈ることができませんでしたが、見事に？野
草園らしきものが誕生。本当に楽しい半日でした。
現在はチダケサシ、オカ
トラノオが開花し、７月の
中～下旬はヤマユリ、ヤマ
ホトトギス、８月に入ると
ツリガネニンジンなど次々
と花がみられることでしょ
う。草刈りをした藪の中か
ら市が作ってくれたイスと
テーブルが見えてきました。
木洩れ日の中、爽やかな風
が渡りお茶などするのにと
っておきの場所。林の中に
いるだけで心が癒される思い
チダケサシ
です。
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実はこの林、子供の頃、家
族揃って杉の葉拾いをした
所なのです。背負いかごいっ
ぱいになるまでぎっしり詰
めて持ち帰り、かまどの焚き
付けに使ったものです。この
林を歩く度に暖かい家族の
遠い昔を思い出し胸が熱く
なります。自然の中に包まれ
て育ったことが、どんなに幸
福だったことか、今更ながら
オカトラノオ
実感しています。
また、子供の頃この辺りの土地をいくつもの宅地開
発業者が買収に来ていたのを覚えています。もしあの
時、父が土地を売却していたら、この里山は現在存在
していません。農と緑を一生守り抜いた父は７年前に
亡くなりました。その相続の時に林２ヶ所を日野市が
買い上げ、緑地として保全してくれたことは、まさに
奇跡的としか言いようがなく、心から感謝しています。
このようないきさつで残された貴重な林。林は汚れ
た空気や水を浄化するフィルターの役目をしていま
す。一人でも多くの地域の人々が、楽しくかかわりな
がら林を大切に維持・管理するということは、市の財
政も困難な中、とても良いことではないでしょうか。
皆で暖かい倉沢里山作り、したいですね。

お花の水揚げに塩
藤田美智子
「コンコンコン」、庭で摘んできた花の切り口に塩
を振り、茎を石で潰している音がしている。水揚げが
悪い花だと、母はそうすることで花を長持ちさせてい
た。塩だけではなく、
「茎を火であぶる」
「熱いお湯の
中に茎を数秒間つける」など水揚剤がなかったころは、
生活の中から工夫が生まれていた。それにしても、ず
いぶん乱暴な方法に信じがたいと思われる方もある
のでは？実はわたしは、母の方法を応用し、花の切り
口の茎が少しばらばらになるくらい、塩をすり込み花
を長持ちさせている。先日、この方法を教えてあげた
方から水揚げの悪い京鹿子を２週間持たせたとの報
告を受けた。
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いずれの方法も植物の浸透圧を利用したもので、茎
をくだくことで表面積を多くし、水の吸い揚げがより
よくなるのではと思っている。お店に行けば何でも手
に入る時代は、長い時間をかけて積み重ねた生活の知
恵が忘れられたり、おろそかにされる時代でもある。
知恵は生活をシンプルにする。調味料である塩ひとつ
とっても、花の水揚剤、畳などについたインクなどの
しみ取り、食器の油落しなど亡き母がしていたことが
思い出される。
野菜作りも、意外とシンプルな方法でいいのかも知
れないと思う。焼き畑農業で結構な作物が収穫できる
のだから。あぶらむしだって手でつぶすか、少しあぶ
らむしにも分けてあげるくらいの気持ちでいると、い
つの間にかいなくなり、しばらくするともとの元気な
野菜に戻ることだってある。焼き畑農業は現状では無
理だけど、わたしは今まで通りの植物堆肥だけのシン
プル野菜作りを続けることにする。

楽 し み な 畑
風の丘４年目 Ｆ．Ａ．
風の丘が始まったと同時に畑を貸していただきま
した。そもそも畑を借りたいと思ったきっかけは宿根
草の花です。庭で咲いても一時期だけ、そこで、畑で
一年中花を・・・と考えたのです。でもそんなに簡単
ではありませんでした。宿根草なので花が終わった後
も耕すこともなく、次の年の春がやってきました。花
はともかく草が伸びる伸びる。私が描いていた花畑と
はほど遠いものになりました。
その後家族の病気やらが重なり、すっかり畑に足が
向きませんでした。もう花なんかありません。草、ク
サ、くさ・・・です。＜お隣の方々には本当に迷惑を
かけてしまいました。紙面にておわびいたします。＞
でも、この春から又、一からやり直し。そして花だ
けでなく､田村さんから頂いたルッコラの種を蒔きま
した。楽しみです。思い通りにいかない花作り野菜作
りですが、日々楽しみを畑からもらっています。とて
も感謝しています。さあ、今日も今から草取りだヨ!!

倉沢里山 緑のボランティア募集
林の手入れ予定日
７月２９日（土）

午前１０時～１２時

９月

午前１０時～１２時

９日（土）

雤 天 の 時 どちらも翌日の日曜日
持 ち 物
手袋、蚊の対策グッズ、飲み物
集合場所・参加申込み
田村宅
℡．042-592-5859（日野市百草６９８－６）
E-mail: alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp

当日、ペットボトルとハンガーで作る風車（防鳥用）
の実演があります。
（講師は峰岸立枝さん）
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楽 農 の す す め
中尾ひろえ

第１回

本格的な夏を迎え、里山は深い緑につつまれていま
す。６月中に２回、有志の方々で雑木林の下草刈りを
行いました。草を刈ることで林の中の風通しが良くな
り、病虫害の発生を抑え、地面にも日光が当たりやす
くなります。地表近くに育つスミレやカタクリなどの
植物も、草いきれから救われたのではないでしょうか。
里山の雑木林は、遠い昔から人々が手入れを重ね、
現在の姿を作り上げて来たもので、自然林とは違いま
す。その昔、今のようなホームセンターなどない時代、
農家の人々は必要な農具や肥料、資材などを自分で調
達しなければなりませんでした。そこで考えられたの
が、田畑の近くに農作業や生活に有用な木や草を育て、
利用するという方法です。落ち葉を腐葉土や堆肥に、
また木の枝や幹を薪や炭、椎茸のほだ木に利用するな
ど、様々な工夫が重ねられてきました。しかし、人間
が利用しすぎて雑木林が弱ったり、少なくなっては元
も子もありません。そのため常に手入れを怠らず、健
康な林を保つことがとても大切でした。
里山の雑木林は今も身近にあり、どこか親しみやす
く懐かしい心温まる姿をしています。それは、人々と
雑木林が深く関わり合い、寄り添いながら重ねてきた
長い営みがそうさせるのかも知れません。林の中では、
誰もが穏やかな気持ちになります。人々の心に潤いを
与える、雑木林にはそんな不思議な力もあるのですね。

いわゆる百姓仕事をしてから１０年以上経つ。だが
依然として堕農である。本人は「楽農」と思っている
のだが、周りの評価はどうだろうか。つまり、勝手気
ままな時に畑に出向き、土や草と戯れ、あるいはやぶ
蚊を追い払いながら、収穫を夢見る、いたっていい加
減な農なのである。
それでも西平山で初めて耕作したときは真剣に耕
し、草を取り、セオリー通り忠実に種を蒔いた。土質
もよかったのだろう、そこそこに収穫があり、食べ盛
りの子どもたちから「おいしいね」と言われ満足して
いた。しかし、何しろ自転車で５０分ほどかかる。夏
などは汗びっしょりでふらふらした。だから、畑の半
分をイチゴ畑にした。その頃から楽農技術？を身につ
けはじめたのかもしれない、
ある時、七生農協の方から百草園駅前のふれあい菜
園を紹介された。夏などは夕方７時でも明るいから、
勤め帰りになすやトマトを収穫した。畑友達もできて
楽しかったが、駅前区画整理事業が始まるのでやめざ
るを得なかった。その年、ふきのとうを摘んだのが最
後になった。
せっかく定年退職したのに仕方ないなと思ってい
たところ、倉沢の友人から風の丘のことを聞いた。日
野市の緑地公園になった隣の畑で、西側にはリンゴ園
がある。すぐに申し込んだが、西平山や百草園のよう
に畑地だったところではない。１年目は土との格闘だ
ったように思う。その年の秋、隣の緑地から落ち葉を
かき出して運び、畑の片隅で堆肥を作ることにした。
だんだんに畑らしくなった。本心は毎日出かけたいと
ころだが、数えてみたら１０以上の仕事やら運動やら
に関わっている。１週間に一度行ければよいほうであ
る。そこで楽農（堕農）を自称し、これからも気軽に
畑に出かけようと思っている。
☆☆☆☆☆

事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆台風シーズンです
横井工務店側に沿って雤水を流す溝が掘られてい
たのですが、現在は土に埋まってしまい、流れが止ま
っている箇所があります。これから台風シーズン、畑
が水びたしにならないよう雤水がスムーズに流れる
ように水の道を確保しておいて下さい。

☆農園の通路の草取りについて
畑の間の通路にも草が伸びる季節です。お互いに気
がついた時に抜いて農園を気持ちよく使いましょう。

☆皆様の投稿をお待ちしています

タマゴタケ

もう、カブトムシが活動をはじめています
（7/9、倉沢第２緑地）

本号に記事やイラストをお寄せくださった皆様、あ
りがとうございました。このニュースレターは皆様の
投稿によって作っていきたいと思います。畑でのでき
ごと、収穫後の料理法、教えて下さい、苗や種差し上
げます、等々、楽しい情報をお待ちしています。写真
やイラストなども大歓迎。紙・ＦＤは田村宅のポスト
に、Ｅ-mail は、alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp へ。

