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フデリンドウ（リンドウ科） 

     
                     

日本財団助成金決定 
かねてより申請していた「里山保全はじめの一歩」

助成金が「倉沢里山を愛する会」（峰岸純夫代表）に

対して下りることになりました。これにより緑地管

理ボランティアが経済的にやりやすくなるのはうれ

しい限りです。今回の助成で草刈り機、チェーン

ソー、枝をチップにする機械などの備品が購入出来

ます。これも日本財団と日頃より協力して下さる皆

様方のお蔭と感謝しております。これから先、ますま

すボランティア活動を楽しく行えるよう企画も充実

させたいと思います。 

またこの NEWS LETTERも従来の農園のコミュニ

ケーション紙の役割に加え、倉沢里山を愛する会の

会報としての役割を兼ねるものにしたいと考えてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

倉沢里山を愛する会に 
参加してください 

今年の倉沢緑地は、山ユリの数の多さと勢いが違う

と思うのは、気のせいではないようです。昨年、笹を

刈り保護した野草は、自分達の居場所を確保し、元気

に芽を出し成長し始めました。人の手が入ることに

より雑木林は姿を変えていきます。緑地管理のボラ

ンティアは、最初手探りの状態で出発しました。市の

緑と清流課の方や、他のボランティア団体の方に話

しを伺ったり、視察したりで参考になることが多々

ありました。その意味でこの里山内にとどまってい

るだけでなく、外部の方々が開催する里山シンポジ

ウムなどに出席させて頂くことにより初めて解った

ことも沢山あり、勉強になりました。 

里山内に入ると、この辺りは風や空気が違い、どこ

かほっとする空間だとよくいわれます。確かにそう

です。普段は特に意識しませんが、たまに都会へ出か

けますと、汚染された空気のせいか、帰って来る頃に

は頭痛がしてきます。空気のきれいな訳は、やはりこ

こが山の樹木で被われているからなのでしょう。こ

の里山の山林は四軒の農家がそれぞれ所有してい

て、きれいに管理されています。今では希尐種といわ

れている野草も、この林の中で咲き続けているので

す。しかし、残念なことに相続が起きれば売却せざる

を得ない状況となり、この緑はいつまでもこのよう 

な状態ではいないのです。農家の人はめったな事では

土地を手放したりしませんが、相続税には勝てませ

ん。想像してみて下さい。この林がみな開発され、家

が立ち並んでしまった風景を。その中でアリスの丘や

風の丘に来て耕してみても、リンゴ狩りやブルーベ

リー摘みをしてみても、もう緑の風は吹きません。一

度壊された自然は二度と元には戻らないのです。 

この４月から東京都の４つの部局と八王子市、日野

市、そしてこの地域で緑の保全活動をしているボラン

ティア団体が参加して、長沼から百草倉沢にかけての

一帯を一つの緑の連なりとして広域的に保全してい

くための連絡会が設置されました。「倉沢里山を愛す

る会」もそのメンバーとなっています。 

私たちの身近にあるすばらしい里山を皆の力で一緒

に残したいと思いませんか。日野市内でもたった一つ

しかない貴重な里山、これは市民の財産というべきで

しょう。早期に雑木林の公的な保全をして頂きたいも

のです。公的に保全してもらうためには緑地管理団体

が必要条件ということです。すでにボランィア活動は

行っていますが、会員の数が多ければ一人一人の負担

は小さくても全体では大きな力になり得ます。賛同頂

ける方は会員として登録させて頂きますので事務局・

田村まで、よろしくお願い致します。（年会費：千円） 
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中尾ひろえ 

カタクリカタクリ
   

を初めて見たのは、昨年の春だった。尐し時

間があったので東光寺まで

足を延ばし、湧水地にある

カタクリを見て、その可憐

さに感動した。そんなこと

があったので、カタクリと

聞くとその時期を逃さず見

に行こうと思っていた。そ

うしたらこの春は、たくさ

んのカタクリを見ることに

なった。 

最初が3月24日の緑の推進委員による日野・東光寺緑

地の観察会であった。東光寺緑地に行ったときには、花

はまだ3分咲き程度だったが、赤紫のかたまりがちらほ

らとあった。しかし、その2週間後4月8日の緑地ボラン

ティアの作業日には満開になっていた。 

4月2日、昨年日野に来て下さった「町田かたかごの森

を守る会」の岸さんたちが管理するカタクリを見に行っ

た。そのとき、カタクリに絶対触っては行けないこと、

うつむいている花を見るためには、手鏡を地面において

見ることを教わった。 

倉沢第２緑地のカタクリが今年は35の花をつけたと

いうので見に行くとほんとうにたくさん花が咲いてい

た。自生というより野草の好きな方が植えて行かれたの

だそうだ。10年以上前のことで今までは花があまり咲か

なかったが、昨年から草刈をしたり落ち葉掃きをしたせ

いか、のびのびと花開かせることができたのだろう。 

北多摩自然環境連絡会の行事が清瀬であったが、ちょ

うど「きよせカタクリまつり」の最中だった。こちらは

清瀬中里緑地保全地域でカタクリを育て増やしている

という。もともと自生していたのだろうが、種を蒔いて

増やしたところもあるようでみごとな広がりであった。

種から発芽してやっと9年目に二枚葉となるという生態

も学ぶことができた。束の間美しい花を見せ、あとは土

のなかで憩う生態の不思議を実感した。種から増えるの

だから、もし身近で

育てたいのなら、１

０年待つつもりで梅

雨の頃熟した種を蒔

こう。現代人は気持

ちが忙しすぎるのだ

と、カタクリが教え

てくれている。 

峰岸 立枝 

有志何人かで、図師・小野路の東京都が指定している

歴史環境保全地域を訪ね、そこの管理を受託している

管理組合の代表の田極さんをはじめ皆さんの話を聞

き、復元された谷戸を案内して頂いた時の感動は衝撃

に近かった。その後、時を経ずして倉沢里山の保全の

ための活動がすべり出し、緑地管理の実践活動や家庭

菜園の利用者などを結びつけるニュースの発行等を

積み重ねて、もう１年になる。 

昨年５月６日の散策会を行うに当たっては、最初の

ことなので私など勝手に呼びかけ文を８０枚も作り

勧誘した。この中からは２５％、全部で１００名程の

参加があり、結果として嬉しい悲鳴を上げた。あれか

ら何回かいろいろな行事が催されてきた。今では常連

の方もいて、誰でも気軽に参加しやすい活動として定

着してきている。２年めの課題は、特定の人の負担に

ならないような、「会」としての発展が望まれること

である。 

我らの愛するニュースレターからは、農園利用者か

らの喜びが伝わってくる。私が加入している生協の生

産者が野菜に入れたメモに、“休みなく働いても疲れ

がたまらない、ストレスがたまらない、お金がたまら

ない”とあった。私たちには生業としての農業ではな

い甘さがある。しかし、小規模な農作業を実体験する

市民であっても、専業農家の気持ちを思って見られる

し、その存在は日本の農地の保全にとっても良いこと

ではないだろうか。 

何といってもこの農園の良さは、借りる時の契約以

外には束縛されず作物の種類は選べ、農法も自由に多

種多様でやれることである。２つの農園を見てごらん

なさい、実証しているから。これがもし特定の人の指

導で耕作するしかなかったら、“疲れがたまり、スト

レスがたまり”、やめてしまいたいと思う人も多いだ

ろう。共通した土台に立つ者の連帯感が生まれている

ことが、７号までのニュースレターから読み取れる。

また加えて、ポストやそこに時々置かれる種子や苗の

提供など、この農園利用者の温かい心が伝わってくる

場もある。このような農園のありようで、土にふれる

喜びをもって農地を維持できる市民の農園は、公的な

ものでなくても税制面からの優遇や準公的農園とし

て認知しても良いのではないかと思う。 

倉沢第２緑地が日野市の所有になった頃には、１０

年以上も前、長年の農園利用者がそこに移植したカタ

クリが増えはじめ、この春数えたときは３５の花や蕾

が見られた。全国的にも貴重といわれている植物がこ

こにもあるということは大変嬉しいことである。その

他にもここ倉沢の里山には貴重な植物がたくさん

残っている。みんなで大切に守っていきたいと思う。 

倉沢里山の中心に位置するアリスの丘と風の丘の利

用者である私たちが、この地域の自然と緑の保全にも

力を貸していきたいと思う。２年目を迎えたニュース

レターと里山を守る活動が、ますますみんなのものに

なっていくように願っている。 

私私  の ひ ら め き 農 業の ひ ら め き 農 業      地下から

はモグラ、空からは鳥。枝豆や落花生を育てるには？ 

園芸屋さんにある、苗を入れてある平べったいカゴを

２コ用意、１コのカゴの深さだけ掘る。土を入れ種を蒔

く。もう１コのカゴを逆さにして蓋にする（風に飛ばさ

れないように）。カゴの深さまで育つ頃には移植ＯＫ! 
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萌芽更新作業体験に参加して萌芽更新作業体験に参加して萌芽更新作業体験に参加して   

３ 月１０日(土)、倉沢第２緑地の雑木林で日野市

主催の萌芽更新が行われました。集合場所の第１緑地

では３０人近くの人が集まっていて、最初に市の「緑と

清流課」の方が雑木林の成り立ちなど詳しくわかりや

すく話して下さいました。皆シートの上に腰を下ろし

青空の下での楽しい野外教室となりました。第２緑地

に移動し、いよいよ大きなクヌギの木を伐り倒す時に

なりました。木の上部にロープをかけ、倒すほうへ引き

ます。チェーンソーの音が響き渡り、木は最初ゆっくり

と、やがて大きな音とともにズドーンと倒れました。年

輪を数えてみると、何と２３年経っている、わが子と同

じ時代を生きてきたクヌギです。芽が出てから２３年

間ここに立って里山の移り変わりを黙って見てきたの

でしょう。１ｃｍ程の厚さに切ったクヌギを皆記念に

１枚ずつもらいました。このクヌギはこれで終わりで

はなく、根元からまた新しい芽をたくさん出して次の

時代を見続けることでしょう。 

 

伐 り倒された木の枝を払う作業を、慣れない手つ

きでのこぎりやナタを使ってやりました。椎茸の栽培

によさそうな木があったので尐し頂きました。何本か

伐り倒し作業を終了し、昼食の時間です。里山内の石坂

ファームハウスに移動すると、庭では幾つかのテーブ

ルが並べられておりすっかり準備が出来ていました。

自宅で採れた野菜で料理した品々が所狭しと並べられ

ています。青竹を割った中に料理を盛りつけるという

里山の雰囲気たっぷりな感覚と素朴な料理での心のこ

もったおもてなしで、すばらしい立食パーティーとな

りました。買ったものは油揚げと豆腐のみという石坂

昌子さんのお話でした。 
 

皆 すっかり満足し腹ごしらえが終わると、万蔵院台

の遺跡散策となりました。途中野草の名を播本先生に

教えて頂きながら里山の自然の中を歩きました。今日

１日とても盛り沢山のぜいたくな企画をして下さっ

て、充実した楽しい１日を過ごすことができました。記

念に頂いた輪切りのクヌギはその日から我が家のテー

ブルの上で急須おきとして大切に使われています。 

思わぬ副産物、しいたけ 
萌芽更新が終わって数日後、市から頂いておいたク

ヌギにしいたけ菌を植えつけました。参加者１０数名

は、なんとリヤカーを押して里山に現われました。しい

たけ専用のドリルでクヌギの木に１５ｃｍ間隔の穴を

開けていきます。その穴にしいたけ菌の駒をトンカチ

で打ち込み植えつけ終了。ホダギは乾燥しないように

日陰に置き雨が尐ない時は水分補給をします。上手く

菌がまわれば１年半後ぐらいから椎茸が出て食べるこ

とができます。日本信販住宅地の参加者が多く帰りに

はしいたけの重いホダギをリヤカーに積んで押したり

引いたりしながら帰って行きました。萌芽更新に参加

したお蔭で思わぬ副産物を手に皆とても楽しそうでし

た。 

倉沢では昭和４０年頃まで農閑期に「めかい(めかご)」

を作っていたようですが、安価で丈夫なプラスチックの

ザルが出まわってからはすっかり姿を消してしまいま

した。自然素材の持つ独特の風合いと暖かさが好きで、

捨てがたいザルです。利用し終わっても最後は土に帰せ

るので環境にも安心して使えます。 

前々からめかい作りに興味があったのですが、今果たし

て教えてくれるような人がいるのかいないのか全くわ

かりません。 

たまたま石坂忠夫さんとの話の中で、お父さん（石坂明

紫(あかし)さん）が作り方を知っているということで、

友達と２人で早速教えて頂くことになりました。 

第一段階は、山の中から篠竹を切ってくる。小指程の太

さでスーっと伸びた１年ものの篠竹を使います。冬は篠

竹が水を上げていないのでザルがかびないそうで、採る

時期は冬場のお正月頃がもっとも良いそうです。 

５０ｃｍ程に切った篠竹をかご作り専用の小さな包丁

で４ツ割りにします。次に「へがす」作業です。（はぐ

ことらしい）外側の皮を包丁と口を使い、薄く均一にし

なやかに「へがす」ので

す。へがしは難しく初め

てやった私たちはなかな

かうまくできず、何度も

何度も練習を重ねまし

た。へがした外側の皮を

使ってザルを編むのです

が、４２本用意するのに

忙しさも手伝って２週間

以上もかかってしまいました。 

へがした篠竹を使用して写真のように組んでいきま

す。これがまた難しくて、なんとかスムーズに出来るよ

うになるまで、さらに２週間かかりました。安易に挑戦

などするのではなかった、とちょっと後悔しつつのめり

込む。里山のめかい作りは奥が深い。一体いつ完成する

のやら・・・・・・・・・。   （次号につづく） 

 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃  

「「めめかかいい
．．．．．．

」」作作りりにに挑挑戦戦 !! !! 
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倉沢緑地ボランティアの予定日 

おもいっきりリフレッシュしたい方、倉沢里山に

全員集合！カレンダーに○をつけておいてね。                      
  

  ６月２日（土）、  ７月１４日（土） 
  

  集合場所   アリスの丘下、田村宅（１０時） 

    各１０時～１３時 いずれも雨天の時は翌日 

    作業内容  下草刈り、野草の保護 

     持ち物   手袋、飲み物、おにぎり、箸、おわ

ん 

  参加費  １人２００円（作業後の食材代） 

 ※たくさんの方の参加をお待ちしています。 

 

 

 

第７回 

 

 
 

５月、里が新緑に包まれる頃、田んぼに水が入り田植

えの準備が始まります。4月の終わりにタネモミを蒔

き、大切に育てられた苗は、6月の始め頃田に植え替

えられます。トノサマガエルやアマガエルの声がにぎ

やかに響き、卯木の花が初夏のおとずれを告げるのも

このころです。 

かつて６月の畑では小麦が収穫の時を迎えました

が、今ではこの辺りではほとんど見られなくなってし

まいました。「麦秋」の言葉通り黄金色に実った麦畑

は、人々の心に豊かさと仕事が報われた喜びをもたら

してくれます。この小麦を挽いた粉は「地粉」と呼ば

れ風味が良く、適度の粘りがありうどんを打つのに最

適でした。多摩地域では昔から特別の日や来客時にう

どんを振る舞う習慣がありましたが、それもこの上質

の地粉あってのことと言えるでしょう。 

また忘れてならないのが麦わらの存在です。稲ワラ

よりも腰が強く茎が中空で水に濡れてもヘタリにく

い麦わらはその特徴を活かし、野菜や果樹の上質の敷

きワラとして重宝されていました。更に保温、吸湿、

除湿性の良さから、かやぶき屋根の下地材料としても

利用されるなど、地味な存在ではありますが、里の生

活をしっかりと支えていたのです。 

豊かな水をたたえ

た田んぼに整然と

植えられた早苗、蛙

の唄、緑の谷戸をわ

たるカッコウの呼

び声。わずかなが

ら、みんなのふるさ

との風景がここに

は残っています。 

   里 山 は 花 盛 り 
万蔵院台に咲くブルーベリー、りんご 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆農園の周囲の雑草が伸びてきました。尐しずつで結

構です、草刈りのご協力をお願い致します。 

☆農家の畑と隣接している区画の方にお願い。雑草の

種が落ちる前に草取りをして下さい。 

☆育成している植物が農園内の通路を妨げないようお

互い気をつけましょう。また、ハーブ類の根は繁殖力

旺盛です。隣の畑へ伸びる前に根切りをして下さい。 

☆駐車場の廃棄バッテリーを処分して下さった方、あ

りがとうございました。お手数をおかけしました。 

☆ポストの下に各種の苗を提供して下さった方、あり

がとうございました。皆さん喜んで頂きました。 

☆次号のニュースレターは７月１日発行の予定です。

投稿締め切りは６月２０日。記事や写真・イラストな

どをお寄せ下さい。農家からの情報もお待ちしていま

す。紙・ＦＤは田村宅のポストに、Ｅ-mailは、 

 alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp へ。 

 

ブルーベリーは、どうだんつつじやスズランの花にも

似た白くて小さな花をいっぱい咲かせます。昨年よりも

一段と枝も伸び木が充実してきました。夏にはかわいい

紫色の実をたわわにつけることでしょう。夏の早朝摘み

取りなどの情報は、７月１日発行の９号ニュースレター

で紹介します。 

今、りんごの花も満開です。

白い花びらにほんのりピンクが

かかった可憐な色のりんごの

花。農家の人達は秋の収穫まで

いろいろな作業に追われます。

りんご狩り情報は９月１日発行

の１０号ニュースレターで紹介

します。 

八重桜の塩漬け  
この春、八重桜のつぼみを塩漬けにする方法を教え

て頂いた。食べることと手作りをするのが大好きな私

はすぐ試しにやってみたくなる。もうすぐ美しく花開

くというのにそれを摘んでしまうのは、さすがに食い

しん坊の私も気がひけた。が、やはり桜ご飯の魅力に

負けました。ハシゴをかけて木に登り桜に感謝しつつ

可愛いつぼみを摘みました。季節を閉じ込めた桜の塩

漬けは色々な料理に使えます。餅米を炊いて桜の塩漬

けを混ぜれば桜ご飯。五目寿司、筍寿司の寿司飯にも

合う。吸い物，お茶漬け、桜湯、ゼリーなどにも使え

ます。どれも口にいれると桜の季節が蘇ります。 

作り方： 

桜の分量の２０％の塩を混ぜ重石をして１０日漬け

る。ザルに上げて広げ３日程日光で干す。乾いたら花

がばらばらになるまで塩を振り保存。梅酢に入れて保

存してもよい。料理に合わせ塩出しをして下さい。 


