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農婦一年生になって
斉藤 とよ
畑の斜面に朽ちかけた木の看板が立てられ「アリス
の丘」と書いてありました。
「アリスの丘」
、なんと良
いひびきなのでしょう。心の中が何となくほのぼのと
して明るくなった日のことをおぼえています。
愛犬と散歩しながら、いつもこの丘で働いていらっ
しゃる人々をうらやましく眺めていましたのに、はか
らずも今年の春からお仲間に入れていただくことに
なりました。
さて何を作りましょう・・・・・。
３月はじめ、
「まだ早いですよ」の声に、はやる気
持ちをおさえられずに、じゃが芋を植えてみました。
寒い日が続き、芽が出るまで１ヶ月近くかかり、大変
やきもきしましたが、それでもピンポン玉くらいの収
穫をした時はいとおしく、美味しさも格別と自画自賛
しました。
そして４月、小さい頃への郷愁が捨てられず、トウ
モロコシを蒔き
ました。ちょう
ど穂の出る頃に
大風と雨にやら
れて、半分ほど
真中から折れて
しまい残念でた
まりませんでし
たが、残った小
さなサヤにまば
らながらも実が
つきました。も
ぎたてを家族で
食べましたがこ
れこそ田舎で食
べたあの甘いト
ウモロコシの味
でした。
自分で作った
ものを食べる、
カラスウリ・金子愛々・画

当たり前のことかもしれませんが、１年生の私には
すばらしい感動の夏でした。
秋にはどんな野菜を蒔きましょう。ダイコン、コマ
ツナ等、そして京菜も・・・・
５坪の畑にあれこれと蒔かれ、ひしめき合っている
菜っぱを想像し、胸をふくらませています。
先輩の皆さんにいろいろ教えて頂きながら、今日も
私の心は「アリスの丘」へ向かっています。
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わが家の夏の収穫
川崎 明
今夏のわが家の「風の丘」での収穫はご覧のように
多彩な顔ぶれ、これにトマトが加わり、どうしてもナ
ス科が多くなってしまいます。

カボチャの左はズキーニ、この他旅で買ったいくつ
かのズキーニの種を植えてみました。ベジタブルスパ
ゲティ、イエロークロックネック等でなんとなく名前
から姿が想像できますね。種屋さんしっかりしてます。
が、やはり美味しかったのは日本でよく売っている緑
のものでした。
虫が飛ぶ初夏の頃はよく実がつきました。ところが
７月後半から８月になると、雌花がついても大きくな
らずに落ちてしまいます。もう駄目だエーイと引っこ
抜いてしまいました。その夜見たのが「どっちの料理
ショー」。木島平の日本一のズキーニを作るご主人は
朝早く人口受粉をして回っています。ずぼらなエセ農
夫がのんびり農作業に出かけると、花はみなしぼんで
います。反省。さて、来年はどうしようかな？
さて秋野菜、苦労して芽を出させたり、苗を作った
りしても畑に植えたものはあっと云う間に虫に食わ
れてしまいました。何とか無農薬をと、唐辛子液をか
けてみたりしていますが、彼等の食欲にはかないませ
ん。今年は可愛い小さなオスを背中に背負ったショウ
リョウバッタが特に多いですね。寒冷紗で寄り付けな
いようにするのがいいのかな？
何回も蒔きなおして彼岸が過ぎてやっと整ってく
るみたいで、冬になっても成長し切れてない姿を今年
も多く見そうです。

薬草・ウコンは如何？
久保田 晴子
今年で２年め、ウコンを育てています。
（しょうが
の形をしています。）なかなか思うようには行きませ
んが、まあまあのできです。
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植え付けは４月下旬から５月上旬ころまでです。
大きな１株を分岐して根茎は分離します。そしてで
きるだけ大きい根茎、少なくとも親指大以上のものを
１株として植えます。それ以下のものは分岐した根茎
２つをあわせて１株に
したり、３つで１株にし
て植えます。
小指大のものは、種とし
て不適当ですから、別の
用途に使います。
収穫は秋、霜のおりる前
です。
☆用途：乾かしてからス
ライスし、再び乾燥して
からプロセッサーで粉末
にして飲みます。味は非
常ににがいです。カレー
を作るときターメリック
と同じように使えます。
（沢庵づけにも使うらしいです）
☆効用：ウコンは熱帯アジア原産のショウガ科の多年
草、クルクミンその他の有効成分を含み、肝臓障害や高
血圧症などに驚くほどの効果を発揮する薬草として注
目されています。

育ててみたい方は、今年収穫後の種をさしあげます。
来春植え付けてみてはいかがですか。
畑を作り、楽しんでいます。

倉沢里山の
万蔵院台では、
今リンゴの収
穫が始まり、に
ぎやかです。
１０月は千秋、
陽光、紅玉など、
その後１１月
中旬まで、王琳、
富士等のリン
ゴ刈りが楽し
めます。日野市内の小中学校の給食にも利用されてい
ます。秋の一日、家族で出かけてみてはいかがです
か？（問合せ先：高幡のＪＡ東京みなみ）
今年は雨が多かっ
たせいか、キノコの
当たり年です。タマ
ゴタケ、ムラサキヤ
マドリタケ、ノウタ
ケ、等々、好きな人
にとってはたまらな
い楽しみです。でも
毒キノコも多いので、
よく知っている人に
聞いてから食べるよ
うにして下さい。
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林の空気に感動！！
杉村 佳子
つばさか

椿坂 亜樹
私が畑でハーブを育てたいと思ったのは小学５年
生の頃、まだハーブのブームが始まる以前の頃です。
生のペパーミントの枝を少しだけもらったのです
が、その何の変哲もない雑草のような姿なのに、それ
を触った指までもがミントガムでおなじみの香りが
移るほど香しかったのにとても感動し、すぐに乾燥さ
せてポプリを作ろうとしたのですが、乾燥したらほん
のスプーン１杯程に小さくなってしまったのです。
そこで私はハーブの種を購入し、プランターなどで
育てようと思い。ミントやローズマリーなどの種を蒔
きました。順調に発芽し、可愛い小さい双葉が出て、
間引きをすると２～３ミリの小ささでもしっかりと
香るのです。
ますます私はハーブの香りにわくわくするように
なり、本やカタログに載っている未知の植物に出逢い、
香りや姿を知りたいという欲求が膨らんでいったの
です。
そうしていくうちに、プランターと庭の隅だけでは
あまりに狭く、日当たりも悪いのでどうしてももっと
広いところでの栽培を望むようになったのです。
そうすればルバーブや、アーティチョークなどのよ
うに大きなものも育てられるし、ミントなどもたっぷ
り摘み取る事も可能になるからです。
市や農協から畑を借りたりしていたのですが、２年
ごとに移動しなければならないので大きいハーブの
植え替えなどに不便していたところ、友人の紹介でよ
うやくこのファームの一員になることが出来、現在ル
バーブやエリキャンベーン（夏にヒマワリのような花
を咲かせる多年草）といった大型のハーブ達が安住の
地を得ることが出来ました。
大小さまざまなハーブが現在１２～１３種程生き
ているのですが、何せ未知の植物を多く植えるので、
移植しても消えてしまうものも多く、試行錯誤してい
ます。私の使用している区画では、以前借りていた方
の置きみやげであるアップルミントが一面に広がっ
ていて、威勢が良すぎるほどなので，除草の際に沢山
つみ取り、お風呂に入れたり枕にしたりして、贅沢に
ふんだんに利用しています。
これからも、このファームでもっといろいろなハー
ブ等を育てて、料理や染め物、ポプリや、健康のため
にも・・と利用して、わくわくしていきたいと思って
います。

椿坂さんの畑の珍しい「トカク
(十角)ヘチマ」。
皮をむいてみそ汁、みそ炒めな
どに。

９月９日、里山の草刈りに参加させて頂きました。
初めてということもありちょっぴり自信がなかった
のですが・・・。
１０名ほどで里山に入りました。さきほどまで歩い
てきた道は、猛暑というのに木々を渡る風はとてもさ
わやかでした。すぐ下の道を車が通っているというの
に、全く空気が違うのです。確かに林のにおいです。
すっかり感動してしまいました。
草はあまり伸びていなかったので、草木の名前を調
べることになりました。参考書を見たり詳しい方に教
わりながら、次々に木の名前が明らかになりました。
わかった木には、板に名前を書いて針金でしばること
になりました。楽しいひとときでした。
この自然を、私のできることで協力しながら守って
いかなければと思っています。また次回を楽しみにし
ています。

コ ナ ラ の ド ン グ リ
重富 志ん子（画も）
倉沢緑地で見つけたコ
ナラのドングリ、秋のかわ
いい妖精に出会いました。
植物観察も楽しい一時で
した。
つるつるしたドングリ
の意味も「不思議がいっぱ
い」という本でよく解りま
した。
川崎さんの素朴な草笛
のメロディーが一時タイ
ムスリップさせてくれま
した。
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倉 沢 里 山 緑の ボラ ン テ ィ ア募 集
林の落ち葉掃き（畑に入れる腐葉土を作ります）
１２月９日（土） 午前１０時～１２時

第３回

カレンダーにマークしておきましょう！

☆終わってから焼きイモ＋豚汁会をします

秋の静かな日差しをうけ、倉沢も実りの季節を迎え
ました。なかでも重そうに頭を下げる稲穂の姿には誰
もが親しみと豊かさを感じるのではないでしょうか。
イネは本来熱帯の植物で温かな水と日光を好むも
の。倉沢のような谷戸の地形は日陰が多い上に、冷た
い湧き水を使わざるを得ないため、稲作には必ずしも
良い環境とは言えません。しかし、様々な工夫を重ね
ることで、それを乗り越えてきました。日当たりの良
い土地は田に、日陰は畑に、冷たい水は長い水路に流
し外気や日光で温めてから田に入れる等、昔からの貴
い知恵は現在もしっかり受け継がれています。もちろ
ん農家の人々のイネを見守るあたたかい心と、きめ細
かい世話がそれを支えていることは言うまでもあり
ません。遠い昔から苦労もいとわず作り続けられてい
る米。高カロリーであること、長期保存が可能なこと、
連作できること、更にいろいろな食品に加工出来るこ
と等、イネの持つ素晴らしい性質は数え上げればきり
がありません。これからもムギと共に私たちの食生活
を支えつづけてくれることでしょう。
現在、食
料 と し
て の 役
割 の み
が 重 視
され、産
地 ご と
に 味 を
競 っ て
い る 米
ですが、
昭 和 30
年代まではワラも米と並んで貴重な収穫品でした。
し

め

注連飾りや門松等の縁起物から、畳や壁の芯、更に屋
根等建築材までその用途は幅広く大切に扱われてい
ました。特に農家にとって丈の長いワラは大変重宝な
ものでした。上質のムシロ、縄、俵等を作る時、長い
ワラの存在は欠かせません。そのために人々は必要に
応じて背の高い種類のイネを栽培していました。それ
は倒れやすく米の収量も少ない、食用としては分の悪
いものでした。そこには米の味や収量とは無関係のワ
ラを収穫するための稲作もあったのです。
日本人の生活や文化はイネなしには語れません。
「瑞穂の国」美しい呼び名がありました。

雨 天 の 時
持 ち 物

翌日１０日（日）の同時刻
手袋、くま手等（あれば）
おにぎり
参 加 費
２００円／１人（食材代）
集 合 場 所
田村宅（アリスの丘下）
042-592-5859（日野市百草６９８－６）
E-mail: alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp

手作りのヘチマコロンお分けします
由木ファーマーズの皆さんが手作りしたヘチマコ
ロン。今年はヘチマ水が特によくとれたので、アリ
ス・風の丘の方にも分けて頂けることになりました。
ヘチマ水は、古くから肌をひ
きしめ、殺菌し、潤いを与える
天然の化粧水として使われてき
ました。サポニン、硝酸カリウ
ム、ペクチン、酵素などが成分
だそうです。原料はヘチマ水
80％、消毒用エタノール 10％、
グリセリン 10％です。
限定２０本で１本５００円で
す。田村宅で預かっていますの
で、ご希望の方はどうぞ。

☆☆☆☆☆

事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆駐車の仕方についてお願い
横井工務店側の舗装道路はアリスの丘のもので
はありません。トラックの通行を妨げないよう、こ
の道路には駐車しないようお願いします。

☆農園の通路の確保について
丈の高い草花などが、畑の間の通路にかぶさって
いるところがあります。支柱やひもなどで通路には
み出さないよう管理して下さい。

☆雑草の早めの草刈りについて
特にリンゴ畑に隣接している区画の方は、雑草の
種が飛ばないよう早めに草刈りをして下さい。

☆皆様の投稿をお待ちしています
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。

