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夏の食卓を彩る
野菜の苗、育っています
藤田美智子

前号で紹介された「倉沢の農家」石坂忠夫さんの自
宅庭のビニールハウスで、ナス、ししとうなどの苗が
育っています。訪ねたのは小春日和の暖かな日、ビニ
ールハウスに一歩踏み入れるとそこにはもっと暖かな
春がありました。ビニールハウスの中に、またビニー
ルハウス。そのハウスにはおがくずのベットがついて
おり、室温は２５度。そのベットの上でナスたちはぬ
くぬくと育っています。

農家が存在していないと、里山とは呼べないのだそ
うです。農家がいつまでも農業を続けていける環境づ
くり、農産物を買い支えることはそのひとつではない
でしょうか。身土不二という考えかたからも、わたし
は幸せな場所に住んでいると感謝しています。
かつて、倉沢地域は養蚕を営み、冬の仕事として竹
かごを編んでいました。忠夫さん方には、蚕を飼って
いた家も道具も保存されています。またおじいさんは
かごづくりの名人だそうです。そんな話しが聞けたり、
道具作りを教えて頂けたらいいなと思いました。
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フキノトウ（キク科）
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おがくずのベットの中身は適度な水分を含んだおが
くずを主体に水分補給のための小松菜、ベカ菜などの
野菜が入っています。特筆すべきはその野菜たちで、
その中でゆっくり水分を放出し、おがくずの発酵を助
け、クリーンな自然エネルギーの創出の大切な担い手
となっています。ベカ菜はこのために育てているとい
うことでした。
今後、きゅうり、トマトなどの種も播き、順調にい
けば４月下旬から５月上旬には販売できるまでに成長
するだろうということです。現在、ねぎ、たまねぎの
苗が多少あり、お分けできるそうです。前号で野菜の
販売をされていることを知り、ほうれんそう、小松菜、
大根、長ねぎを分けて頂いていますが、新鮮なことは
いうまでもなく、その上、有機肥料でじっくりと育っ
ているのでとてもおいしいです。
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萌芽更新作業体験のお誘い
日野市環境共生部緑と清流課
(財)日野市環境緑化協会

水田 雅子
林の中の落ち葉掃
きは、大勢でやり始め
ると大変楽しいもの
でした。大きなビニー
ルシートに落ち葉を
沢山載せて、６人がか
りでシートの端を持
ち、所定の場所まで運
んで行くとき、「オリ
ンピックの大会旗行
進のような気分だね」
と誰かが言ってから
皆もその気になって、
それ以後何回もオリ
ンピック行進気分を
味わいました。
林の中のふかふかな土の上に、ドングリの実の殻の
割れ目が真っ赤に色づいているのが沢山ありました。
その一つをそっと引っ張ると、秋に落ちたコナラの実
はもう１０ｃｍ以上の根を伸ばしていました。もうじ
き可愛い二葉も出てくることでしょう。
（イラストも）
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日野市では、雑木林管理として１５年から２０年程
度に１回の割合で、雑木を伐採し新芽をふかす萌芽更
新作業を実施していますが、なじみのない方もいらっ
しゃるかと思います。そこでこの度、日頃より緑地保
全に関心をお持ちの方を対象に、
「萌芽更新作業体験」
を企画しました。ご興味がありましたらお誘い合わせ
のうえご参加ください。
実施日

平成１３年３月１０日（土）
雤天の時は翌日
時間
9:50～2:00（昼食付）
集合場所 倉沢第一緑地
定員
先着２０名
その他
昼食代として５００円、保険料１５０円位
応募方法 ３／２（金）までに市役所緑と清流課公園
係へ TEL 585-1111 (内)391・392
萌芽更新： 落ち葉が堆肥の原料として活用されるのはご存
知だと思います。田畑の周囲の雑木林は農と密接に結びつ
いた大きな循環の中にあります。一定の年数毎に大きくな
った木を伐採し、新芽をふかせ、また大きな木に育ててい
きます。それによって林やその下地も活性化され、また伐
採された木は燃料などに活用されます。雑木林は人の手に
よってきめ細かく管理され、有効に活用されています。
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自然の恵みを楽しむ会
藤田 俊次
先日は、『竹』を
頂き有り難うござ
いました。伐られた
竹の姿はどうなっ
たのかをお知らせ
いたします。名無し
の竹に名前をつけ
ました。
『月虫』ゲッチュウ
と申します。以後よ
ろしくお願いいた
します。
以前から、竹取物語で”月の人”が竹から生まれて
きたのか疑問に思っていました。そんな折、家の前の
竹が伐り倒されたので、その竹にちょいと光を入れた
のですが…
それはまるで、真ん丸お月様のように綺麗な円が浮
き上がってきたのです。あっ…なるほどねって、勝手
な解釈をしたわけなんです。で、この度そんな所から
イメージした照明器具『月虫』をつくったのです。
当たり前だった風景が 当たり前の風景を造り出し
サラッと自分の中に馴染んでいく瞬間があります。昨
年の暮れから、自宅前の山の一角がマンションになろ
うとしています。無惨に木々が伐られ、そこに住んで
いたコジュケイ一家の姿は何処へ消えたのか…それは
ほんの数カ月前のできごとなのに、すでに昔の姿が陽
炎のように現実から離れていくのです。姿を変えるこ
とは、決して悪いとは思わないのですが。ただ水・光・
時間や人、すべての物事に流れがあり意志がある。そ
の流れを汲みながら、さらに新たなものを創造するこ
と。それは人の許された行為、記憶と云う時間の逆行
なのではと…。そんな時ふと思ったんです。木の記憶
は、誰が持っているのだろうって？

すてきな仲間達にカンパイ
２月１１日(日)見事に晴れ
上がった朝、約２０名のボラ
ンティア仲間が集合、主に倉
沢第一緑地の枯枝拾い、笹刈
り、枯葉を集めカゴやシート
で何度も運びました。作業後
のお昼はアツアツの焼きじゃ
が、甘酒、トン汁もおいしか
ったけれど、何といっても川
崎さん手作りのどぶろくと自
家製ビールが最高ですっかり
盛り上がりました。

石坂ファームハウス・石坂昌子
この会は主に農閑期が活動期間です。各種の行事を
催しています。農家の人々が受け継いできた行事、食
等を次世代に伝え残していくことが大切と思い始め
ました。今年で８年目になります。現在会員は 120 名、
通信費年 500 円です。
主な活動として次のものを行っています。
(1)七草摘みと七草粥作り（旧暦）、(2)もちつき、(3)
麦味噌作り（国産大豆で薪で煮ます）、(4)コンニャク
作り、(5)山野草の観察と天ぷら作り、(6)ボタモチ、
草モチ作り、(7)染色、(8)しめ縄作り、(9)ハーブ講
習会、(10)その他
ご相談により体験学習も受け入れています。

石坂(一雄)ファームハウス

(042)591-6477

６月上旬
～９月頃
まで庭先
販売もし
ています。
是非ご利
用下さい。

！ためしてみて！！
ヨモギ茶

新芽を２、３葉摘み熱湯を注ぐ
そこに塩を一つまみ入れる

倉沢里山 春の散策会へのお誘い
昨年たくさんの方に参加して頂いた里
山散策会ですが、今年は倉沢の３軒の農家に特別に
お願いして、昨年とは違う山を散策して春の植物の
観察などを行うことになりました。この山は私有地
で普段は勝手に入ることはできませんので貴重な機
会だと思います。やわらかな陽ざしの中でのんびり
と里山を散策して春の一日を過ごしませんか。
昼食のおかずは、里山の旬の野菜を料理して頂き
ます。今回は先着２０名に限らせて頂きます。
参加を希望される方は、TEL・FAX・E-mail で名
前と人数を田村までお知らせ下さい。

日時

５月１２日（土） １０時～１３時

雨 天 の 時
翌日１３日（日）の同時刻
持 ち 物
おにぎり・飲み物・お椀・箸
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
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地球の守護神アスカマン
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中澤 邦春

第６回

ヒヨドリがふくらみ始めたコブシやサクラの蕾をつ
いばんでいます。コジュケイやドバトの鳴き声が聞こ
えてくると倉沢の春は本番です。
雑木林の中では、スミレやカタクリ、シュンランな
どが開花の時期を迎えています。冬の間にササ刈りや
落ち葉はき、剪定などの手入れをされた林の中は風通
しがよく、クヌギやナラの木々の間から射し込む明る
い日差しが、地面を暖かく照らしています。地表近く
に育つスミレなどの植物にとっては、このように木漏
れ日の射す環境が最適なのです。人が作った環境をし
たたかに利用する植物たち、そこには自然林とは違う
植物と人間とのかかわりがあります。そのため林が荒
れてくると、いつの間にか姿を消してしまいます。
４月のおわり、田んぼにレンゲの花を見つけると、倉
沢に夏が近いことを感じます。日本の晩春の代表的な
景色と思
えるレン
ゲですが、
実は中国
生まれ、
倉沢では
昔から牛の上質の飼料として、また茂った草を田に混
ぜ込んで稲の緑肥（肥料）として使用するために栽培
されていました。マメ科のレンゲ草は、根に根粒とい
う土に栄養を与えるつぶがつくため稲のためにとても
よい肥料になるのです。現在では牛の数も減り緑肥と
しての役目も少なくなったためでしょうか、田の畦や
道ばたなどで見かけるだけになってしまいました。と
ころが最近各地で自然の肥料として、観光用として、
また上質のハチミツを採るなど、様々な形で再び注目
され始めています。
日本人の感性に心地よくなじむこのレンゲ草、消え
てしまう心配はなさそうです。

毎日の生活で必ず出てくる生ごみ。ほとんどの人が
「可燃ごみ」に出しているのが現状です。生ごみは水
分が多く、燃やすのにエネルギーが多く必要で、焼却
炉の温度を下げるのでダイオキシンの発生を促して
しまう危険もあります。プランターに新聞紙を敷いて、
土を２～３ｃｍいれて２日分ぐらいの生ごみをばら
けて、その上にアスカマンを一握りふりかけて土をか
ぶせます。できれば足で踏んで空気を追い出します。
これを２～３回繰り返しして最後に土を５ｃｍぐら
いかぶせて、すぐに花や野菜を植えます。アスカマン
は嫌気性微生物の胞子が入っているので、地温が１５
度Ｃらいになると発芽して、３、４ヵ月ぐらいできれ
いに分解してくれます。この時悪いガスなどを出さな
いので植物の根も傷めないし、肥料にもなります。市
民農園で野菜類の茎葉や落ち葉などを使ってやると
土がフカフカになり、美味しい野菜が採れます。
さあ皆さん！生ごみをリサイクルして地球環境を
きれいにしましょう。
（ご希望の方は田村まで）
☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆日本財団のボランティア助成を申請しました
日本財団が行っているボランティア活動支援の
「はじめの一歩助成金」に「倉沢里山を愛する会」
として応募してみました。活動で使用する備品の購
入資金の助成をしてくれます。里山保全活動は日本
財団の重点項目にもなっていますので、申請が通る
といいなと期待しています。結果は次号で報告でき
ると思います。

☆駐車場を拡げました
アリスの丘下の駐車スペースを２台分拡げまし
たのでご利用下さい。横井工務店の通路には駐車し
ないようお願いします。

☆本年度の契約更新が完了しました
当ファームでは毎年３月から新年度がスタート
します。本年度から約１０名の方が新たにファーム
に加わって下さいました。特にご近所になった方は
よろしくお願いします。

☆野鳥がネットにからまることがあります
先日、たぶんツグミだと思いますが、からまって
もがいていました。できるだけ野鳥を助けたいので
ネットを勝手に切ってしまいましたがお許し下さ
い。これからもこういうことがあるかも知れませ
ん。予めご了承下さいますようお願いします。

☆皆様の投稿をお待ちしています
本号に記事や写真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 へ。

