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たぬきさんからのメール
ヒェーッ！！どっ どうしたんですか。倉沢の雑木
林が伐採されてしまいました。造成されてしまうん
でしょうか？もう元には戻りませんよね。残念とい
うか悲しいというか。びっくりしました。計画中にな
んとかならなかったんでしょうか？いろいろ難しい
んでしょうね。中止してもらうような事は。
あっ ごあいさつ遅くなりました。いつもお世話に
なっております たぬきです。５月のニュースレター
も楽しく拝見させていただきました。編集等のご苦
労お察しいたします。機会があればメール等差し上
げようと思っておりますが、このようなことになり
ますとなかなかキーボードの指が動きません。レ
ターの編集、自然保護の活動にと大変だと思います
が、がんばって下さい。陰ながら応援させていただき
ます。
たんたんたぬき

ホームページ開設しまた。お立ち寄りください。

URL: http://www.hinocatv.ne.jp/~alice-fm/
け現状のまま後世に残したいというのが「倉沢里山を
愛する会」の趣旨です。アリスの丘・風の丘ファーム
を運営している趣旨も同じところから出ています。こ
の環境が保全されるということは、近隣の市民にとっ
てすばらしいことだと思います。そのためには地元の
ボランティア団体が継続的に緑地の保全活動をして
いること、また地権者が緑の保全に協力的であること
が大切だそうで、そのためにもこの会の存在は重要に
なっています。
倉沢里山で今年もホタルが飛びました。ホタルも頑
張っています。日野市内に残された唯一の里山である
この辺り一帯が、あの赤土がむき出しの無惨な状況に
ならないようご支援をお願いします。
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

たぬきさま、メールをありがとうございました。
今造成中の高台に
なっているところ
は１０区画ほどの
宅地になるそうで
す。倉沢里山の中
でこの一画だけは
所有者が倉沢の住
人でなく今までも
荒れ放題になっていました。今造成中の高台は２日
間できれいに緑がはがされてしまい、ファンも多
かったこぶしの巨木もあっという間に伐り倒され、
伐り株すら残っていません。この一画には貴重な植
物もたくさんありましたがこの開発で根こそぎやら
れてしまいました。茂みの中に暮らしていた鳥など
も住みかを追われてしまい、今は違うところで見か
けます。
倉沢の地主は高齢者が多く各農家とも相続がいつ
発生してもおかしくない状況です。そうなった場合、
農業の経営や後継者の問題、そして相続税の問題か
ら、今持っている土地を売却せざるを得ないことも
十分考えられます。他人事ではないのです。しかし同
じ売却するなら公的に緑地保全の目的で買い上げて
もらい、市民の財産とも言うべきこの緑をできるだ

(8)
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クサノオウ（ケシ科）
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楽しい家庭菜園教
楽しい家庭菜園教室
室
小林 治郎
倉沢里山で家庭菜園を始めて20年以上になります。
私が常日頃野菜作りで心がけている事を披露して参
考にして頂ければと思い本文を認めました。
(1)種まき、植えつけの時期について
最近では野菜はどんなものでも１年中店先にあ
り、いつが旪であるか判らなくなっています。私た
ち露地栽培をする者は年1回しか収穫しないのでそ
の野菜に適した生育期に合わせて種まきや植えつ
けをする事が最も基本でしょう。野菜作りはすべて
種か種芋から始めますが私は苗物として売られて
いるものは購入することにしています。植え付けの
時期は店頭で売られている時期で良いでしょう。ど
の野菜がいつ頃かということを頭に入れておくと
時期遅れになりません。私の作っている主な野菜の
種まき、植え付けの時期について紹介しましょう。
（春彼岸の頃）じゃが芋、小松菜、春蒔き山東菜、
ホウレン草、（５月ゴールデンウイーク頃）夏野菜
の植え付け、里芋、インゲン豆、（５月下旪）モロ
ヘイヤ、（７月上旪）人参、（８月下旪）白菜、い
ちごの苗作り、（９月上旪）大根、ホウレン草、小
松菜、山東菜、その他秋～冬野菜、（１１月上旪）
玉ねぎ、いちご、キャベツの定植、冬越し小松菜、
ホウレン草、（11月下旪）エンドウ豆
(2)家庭菜園をやる時の留意点
①春秋２回、種まき等の１週間前に除草をした上で
深く耕す。この際50センチ位の間隔で堆肥や削ぎ
取った草根等を埋めながら順序良く耕していく。
②耕し終えたら石灰を畑の表面が白くなる程度に
薄くまく。鶏糞等の元肥を全体にばらまき平にな
らす。
③うね幅は広く株間をあける。
④葉物の種蒔きは乾燥を防ぐ為うね上げをしない。
⑤種蒔き植え付けは元肥を施し土かけをした後で。
⑥葉物の種蒔きは薄く広がるように蒔く。土をかけ
表面の乾燥を防ぐため手の平で押さえておく。
⑦植え付け時の水やりは必要であるがその後は余
程雤のない限り水やりはしない。植物はそれなり
に頑張るもので水やりをするとクセになる。
⑧葉物は発芽後混んでいる所は間引きする。全部育
てても共倒れになる。
⑨生育時は除草を兼ねて土寄せを行ない土中に酸
素を供給する。
⑩生育盛んな時期には最低週一回は畑に行き見
廻って除草に努める。
⑪連作を避けたいが場所の関係で困難であるので
割高ではあるが接ぎ木苗を植える事がある。
具体的な一つ一つの野菜の作り方については日野市
産業経済課発行の『新鮮な野菜作り』を参考にされた
く事務局に届けておきます。必要な方はコピーして下
さい。以上皆様の参考になれば幸いです。なお判らな
いことがあれば畑で気軽に声をかけていただければ
と思います。

キンラン

ディスカバー倉沢
ディスカバー倉沢!!
!!
桜井 芳樹
私は日野市百草、信販住宅に住んでいます。倉沢は歩
いて５～１０分くらいの所でいつも駅に向かう時に
通っているので慣れ親しんだ風景です。でも倉沢がこん
なに植生的に豊かであることや、その環境を手入れして
いる田村さん達の活動があることは知りませんでした。
知るきっかけとなったのは「NPO birth」の折原さんで
した。NPO birthとは「みどりを核にした地域社会づく
り」を理念にかかげ、東京近辺の里山を保全する活動等
を行っている非営利団体です。NPO birthについては、一
言ではとても説明できないのですが。
私は現在学生です。青年環境NGOで活動し、日本の森林
問題や里山について学んだりしているのですが、折原さ
んにお話をうかがう機会があり、その中で
桜井：「僕は日野市に住んでます」
折原さん：「え？、じゃあ日野の倉沢知ってる？」
という具合にして(すごく省略してますが)、里山を愛
する会の活動を知り「見てみたい！」ということで５月
１２日の見学会に参加することとなりました。
５月１２日、当日は素晴らしい快晴でした。私は里山
に関心があると言っておきながら、動植物の名前はほと
んど知らない有り様です。もし一人で同じコースを歩い
たとしたら、「あ～きもちいいなぁ」で、ぷらぷら歩い
て終りになっていたでしょう。しかし今回は峰岸さんを
はじめ多くの方と話しながらの見学会です。「あ～きも
ちいいなぁ」にプラスして、「これは貴重な種なんだ、
ふんふん」とか「あ、ここに花が。気付かなかった」な
どなど、感心させられることばかりでした。
見学会後の昼食では、近くでとった野草などを天ぷら
でいただきました。ヒメジョオンがおひたしとして食べ
られるなんて驚きでした。どれもおいしく、お腹がはち
きれそうでした。食べるものの所在を知る、それをどの
ようにして食べているかを知るということは料理をお
いしくするし安全性もわかります。何より自分がお世話
になっている食物や人々を知ることはすごく大切なこ
とで現代社会では見落とされがちな事と思います。それ
は倉沢里山の環境についても言えます。生まれて２４
年、住んでて知らぬうちに恩恵を受けて、そしてこれか
らもずっとそうであって欲しい豊かな環境、空気。見学
会では私はそのような事を改めて認識できましたし、第
一に楽しくておいしかったので是非また参加させて頂
いて倉沢を味わいたいと思います。ありがとうございま
した。
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６月の草刈り報告
田村はる子
その週は梅雤入り前だというのにとても雤が多く、
当日まで天候の心配をしていました。６月２日（土）、
倉沢第１緑地の草刈りの日は運良く晴れて約３０名
の参加がありました。日本財団からの助成を受けて事
前にエンジン刈り払
い機を２台購入、それ
と私物を１台の計３
台の機械で刈るとさ
すがに早い!!
今まで手刈りだけで
はとても終了しな
かったのが、機械のお
陰で効率良く刈られ
さっぱりと風通しのよい緑地となりました。
残して花を見たい植物は棒を立てて周囲を手刈り。
今年もヤマユリ、ヤマトリカブト、チダケサシなどの
花が見られそうです。
緑地の周囲を刈っているとき、川崎さんが「鳥の卵
だ!!」とさけびました。行ってみると草むらの中に巣
があって卵が７つ産んである。おそらくコジュケイだ
ろうと思われますが、草刈りさわぎで親鳥はどこかへ
姿を消してしまったようです。あとでそっと見に行っ
たときは親鳥は卵をしっかりと抱いていて安心しま
した。その後に再び見に行ってみましたが、その時は
すでに巣立った後のようでした。
一方お料理を担当してくれた３人は、まきストーブ
で豚汁作りに忙しい。なにしろ大鍋なので水の量、お
味噌の量が見当もつかず四苦八苦。でも楽しくおいし
くできあがり、おそらく８０人前位はあったでしょ
う。まずは差し入れのビールとワインでカンパイ!!
食べても食べても鍋の中身はなかなか減りません。
その他フルーツ缶をサイダーと赤ワインで合わせた
フルーツポンチ、近くで採れた破竹と油揚げの煮物、
差し入れの厚揚げはストーブの上で網焼きしてしょ
うがじょうゆをつけ、それをアリスの丘ファーム直送
のサニーレタスで包んで食べたら、これも絶品。雑木
林の木陰でおいしい食べ物があり、楽しい会話あり、
ちょっとつかれた人
はシートの上でお昼
ねタイムあり。緑地
での素晴らしいひと
ときをありがとうご
ざいました。

「倉沢里山を愛する会」に入会して下さい。年会費1,000
円、ボランティアに参加される場合内300円を保険料に充
当します。1家族の2人めからは保険料300円のみ。会費は
NewsLetterの制作費等にあてさせて頂きます。事務局へ。
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「めかい」作りに挑戦!!(2)

めかい完成!!
前回は篠竹を六角の篭めに組んでめかいの底の部分を
編みました。次は横の立ち上げです。横編みは長くへが
した篠竹の方がつなぎめが少なくきれいに出来ます。篭
めを揃えながら５～６段編みます。縁に沿って内側に折
り曲げて癖をつけておきます。仕上げは縁を巻きます。
広幅に長くへがした篠竹を用い芯と共にしっかりと巻
き、始末し、これで完成。初めて作っためかいは不格好
だけど愛着がありもったいなくて使えない。素材は近く
の山で調達出来る篠竹。作る楽しみと使う楽しみのある
めかい。またわからなくなった時は里山の昔ながらの素
晴らしい知恵と技術を持っていらっしゃるお年寄りを
訪ねることとします。
めかい作りを教えて下さった石坂明紫さんは現在車椅
子の生活ですが陽気で歌がとても上手です。めかい作り
の合間に「百草音頭」を歌ってくれました。いつ作詞・
作曲されたものかは不明ですが、この地区にこんな歌が
あったことは余り知られていません。歌詞は明紫さんが
一部作り替えているそうですが、８０歳とは思えない元
気なお声でした。
♪ 山は花だ よ
花ふ ぶき
サ ットネー
さ っ と 風 吹 き ゃ
日 傘 に 止 ま る
百 草 よ い と こ
エ ー
百 草 よ い と こ
花の山 ヨイヨイ
♪二人だけだよ 若葉の下で チョイトネー
チ ョ イ ト さ さ や き ゃ
つ つ じ が 笑 う
百 草 よ い と こ
エ ー
百 草 よ い と こ
花の山 ヨイヨイ
♪梅も見ごろの
八幡様に
トントネー
ト ン ト 手 を 打 ち ゃ
う れ し い こ だ ま
百 草 八 幡
エ ー
百 草 八 幡
椎の風 ヨイヨイ
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倉沢の「旬」情報・倉沢の「旬」情報・倉沢の「旬」情報
倉沢里山のブルーベリー、夏野菜、玉子
お散歩の時カゴを持ってお出かけ下さい。
きっと新鮮な食材が手に入りますよ。
① 石 坂
実（文 雄）℡ 042-591-0950
ブルーベリー摘み取り７月末～８月末 １パック
５００ｇ1,000円 夏野菜はある時に販売、声を
かけてね。

ブルーベリー摘み取り早生種７月初から可。
⑥ 石 坂
喜 一
℡ 042-591-6478
庭先野菜スタンドにて、トマト、キュウリ、ナス、
モロッコインゲン、玉ねぎ、花、ズッキーニなど
採りたてを販売。
⑦ 石 坂
守 男
℡ 042-591-6475
旧杉野グランド脇の野菜スタンドにて販売
夏野菜 ナス、トマト、インゲン、トウモロコシ、
ジャガイモ、玉ネギ、赤じそなど

② 由 木 養 鶏 場
℡ 042-591-2961
ブルーベリー摘み取り早生種あり７月初～８月末
野菜： じゃが芋、玉ねぎ、ニンニク 新鮮玉子1
キロより販売。4000羽の養鶏をしているので毎 ☆日野市内ブルーベリー組合では抽選で10組様を
日キズ玉子が出ます。格安の１キロ200円で販売。
『摘み取り無料招待』するそうです。詳しくは市の
オムレツ、プリン、出し巻き玉子などにおいしい
広報７/15号をみて応募してね。
よ。
☆ブルーベリーの摘み取りは午前中か夕方の涼しい
時がベスト。軽井沢気分で摘んでね。
③石坂ファームハウス（石坂一雄） ℡042-5916477 ブルーベリー摘み取り７月末～８月末
庭先野菜スタンドにて夏野菜販売 トマト、ナス、
キュウリ、インゲン、トウモロコシ、枝豆、モロヘ
イヤ、バジル、スイカ、カボチャ、花など。朝採り
が
人
気。
「自然の恵みを楽しむ会」では会員募集中。
④石坂農園（石坂明紫・忠夫）℡042-591-2564
ブルーベリー摘み取り７月末から可 夏野菜は赤
じそ(梅干し、シソジュースに)、ナス、キュウリ、
トマト､ねぎ、いんげん、トウモロコシ,とうがん、
かぼちゃ、枝豆など販売。買いやすくするため野菜
スタンドを思案中。携帯 090-1266-9462
⑤増島
績（い さ お）
℡ 042-591-0477

ブルーベリーもほんのり色づき始めています
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倉沢の農家紹介します

倉沢散策会に参加して
築地

勝代

アリスの丘に通う道すがら両側の山にどんな植物が
あるのか興味を抱いていた私。散策会の知らせに
チャンス到来とばかりに参加しました。里山にはキ
ンラン、ギンラン、ワニグチソウなどがひっそりとし
かも神々しいばかりに咲いていました。１０数メー
トルもありそうな巨木や自然のままの湧水池が広
がっている所もあり幻想的でさえありました。トウ
キョウサンショウウオがいるかもしれないとのNPObirth の方のお話しにワクワクしました。ハルゼミ
が鳴いているという人もいて初心者の私には目まぐ
るしいほどでした。団地や住宅地のすぐ近くにこん
な貴重な自然が残されていることに驚き、やはり倉
沢の方々の努力によるものだと感謝の気持ちでいっ
ぱいです。私も「里山を愛する会」に参加してこんな
自然を永く残す一員でありたいと強く感じました。

初夏の散策会リポート
峰岸 立枝
５月１２日の散策会は、石坂実・石坂明紫・由木武寿３
氏のご協力で開催することができました。初めて見せて
頂く所なので人数を制限して実施しました。私は案内役
だったので、下調べの必要から、皆様より見た回数が多く
本当に幸せ者でした。都や市で希少種とされている多く
の植物が残っているのに興奮しました。
私は『秘密の花園』の本やＴＶが
大好きですが、それは手入れして
蘇らせた庭園の扉を開けた時を
想像する世界。また最近は離れて
しまった山歩きで大自然の中で
見た風景など、それらに共通した
世界を身近に見たのです。当日の
案内の時点でもその感動や興奮
を持続させたままだったことが傍目にもわかってしまっ
たことと思います。見学会の時は花期にも恵まれ、踏み込
んだ林に咲く沢山の黄色なキンランの花は目を疑うほど
だったのではないでしょうか？その他たくさんのオケ
ラ、ササバギンラン、ギンラン、フタリシズカ、タマノカ
ンアオイ、アカショウマ、オオバギボウシ、ヤブレガサ、
ワニグチソウ、リンドウ、アブラチャン、そして湧水…、
忘れられない多様な林の姿に接することができました。
その後オオバノトンボソウやオオハナワラビやコシオ
ガマ、トモエソウ、ヤブミョウガ…そのほか次々自生して
いる希少種がみつかりました。友人とそれらの植物を保
護をしたりしながら、また知らない植物に出会うとわく
わくし、夕飯の支度も忘れて検索に熱中してしまいます。
それが余りにも多いので、夫に冷やかされたりしますが、
それというのも、百草にはまだまだ広く知られていな
かった植物が沢山あること、開発でほとんどなくなって
いる植物がここには残っている、つまり自然度が高いと
いうことの証拠です。
今まで山林を管理・保護し、種の保存をしてくださった
方々に感謝すると共に、百草の豊かな植生を維持するた
めに自分のできることで役立ちたいと思っています。

ツツジの咲く頃、南百草のバス停の辺りから東電学園
の林の方を見る人々は、山腹のツツジに目を見張りま
す。その家の当主石坂実さんに見事なツツジの斜面がで
きた経緯を尋ねたことがあります。「裏の崖がよく崩れ
てね、ツツジを植えたんだよ。插し木をして徐々に増や
していったのさ」。素晴らしい景観が生まれるには苦労
がありました。いま畑仕事を引き継いでいるのは息子の
文雄さんです。リンゴの摘果に忙しいところにお邪魔し
て、いろいろ話を聞きました。
南百草バス停の前に米松（パイン）材で建てた小屋はは
じめブルーベリー園のある万蔵院台に休憩所として建
てる予定でした。しかし生産緑地内には農業用の施設で
あっても建物を置くことができないということでやむ
を得ず現在の場所に変更したとのことでした。バス道の
両側の畑は北側はブドウの高尾という品種、南側は富有
柿を植えました。万蔵院台にはリンゴに続いてブルーベ
リー園も整備されつつあります。品種はラビットアイ系
のウッダード（早生）、ホームベル（中生）、ティーフ
ブルー（晩生）の３種。リンゴは千秋はここの気候には
最適とは言えないようですが、陽光と富士はいいのがで
きます。今年の夏野菜の一部に成育中に線虫にやられた
ものもありますが良く出来たものは販売します。
その他手伝いの人を雇っても農業収入だけでは十分お
礼を出せないことや、老親の介護の問題、２３年間サラ
リーマンだったこと、学校を卒業した頃は青年海外協力
隊に入ろうとしたこともあったこと、八幡神社前に持っ
ている蜜柑や梅林の畑から東電に続く山の緑も残せた
らいいと、話は弾みました。何年か後にはブドウ狩りや
柿もぎもできるという期待と、百草園を訪れた人々がつ
いでに八幡神社前の梅や毎年豊かに実る蜜柑や秋のモ
ミジを百草園とセットにして観賞していることもあり、
所有者がそこを破壊したくないという意思を持ってい
ることを知ってとても嬉しく感じました。それと共に、
農作業用の施設を農地に建てら
れない、建てると宅地並み課税さ
れることの矛盾、相続税の問題な
ど、ボランティアによる支援だけ
ではこの広い緑地を残すのは大
変なことですが、私たちにできる
ことでなんとか力になれればと
思います。慈しむようにリンゴの
袋かけをしている文夫さんの写
真を撮らせて頂き別れました。
（峰岸立枝記）

きれいでおいしい

季節の「しそジュース」の作り方
①赤じその葉350gと水2リットルを鍋に入れて20分煮る
②葉の色が脱色したら葉を取り出す
③砂糖1kg、酢500cc、クエン酸小さじ１、を加えて
煮立てればできあがり。氷と水で割ってどうぞ。
辛党の方は酎ハイにすればちょっと大人の味です。

ENJOY!!
ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファーム
アリスの丘・風の丘ファーム NEWSLETTER ((倉沢里山を愛する会会報）
倉沢里山を愛する会会報）
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こんにちは 子供会です
南百草子供会

第８回（最終回）

夏を迎えた雑木林は深い緑に被われ、差し込む日光
も少なくなりました。足下ではネザサや草が成長し自
分の居場所を確保するのに懸命です。一見雑草のよう
に思えるこれらの下草ですが、実は夏の暑さや乾燥か
ら木の根を守ると同時に雤で地表の土が流れるのを
防ぐという大切な役割を担っているのです。
春先に可憐な姿を見せていたスミレやカタクリも今
は草の下に隠れ、再びやってくる春を静かに待ってい
ます。代わって目につくのは、ヤマユリなどの背の高
い植物です。植物達はお互いに季節と場所を巧みに住
み分け利用しながら里山ならではの自然を作り上げ
ているのです。ここに昆虫や鳥、動物そして人間達が
上手に仲間入りしていることも忘れることはできま
せん。
里山では里山のルールで季節や時間が移り、流れ続
けています。人間達が長い長い時間をかけて世話をし
てきた雑木林も、クヌギやコナラ達にとってはほんの
一瞬の出来事なのかも知れません。虫や鳥達にはどの
くらいの時間に思えるのでしょう。それぞれにそれぞ
れ違う時間の流れ、それを全うできる健康な環境。里
山には里山時間が流れています。
（１年間ありがとう）

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆ホームページを開設しました。まだ不備な点もあり
ますが徐々に良いものにしていきます。皆様からの情
報も載せていければと思います。ご意見・ご感想等お
寄せ頂ければ幸いです。（アドレスは第１面参照）
当面 NetScape と Mac には対忚していません。
悪しからずご了承下さい。
☆現在 60 名近くの方が「倉沢里山を愛する会」の会員
になって下さいました。誰でも入会して頂けますので
是非入会お願いします。事務局までご連絡下さい。
☆駐車場に砕石やカーペットを敷いて下さった佐内さ
ん、石塚さん、ありがとうございました。お蔭様で皆
喜んでいます。
☆農園の周囲の雑草が伸びています。周囲の方の迷惑
にならないよう、少しずつで結構です、草刈りのご協
力をお願い致します。
☆風の丘の脇にあったスチール物置が老朽化したため
撤去しました。中にあった道具等はしばらく田村宅で
お預かりします。持ち主の方はお申し出下さい。その
後は処分させていただきますのでご了承ください。
☆次号のニュースレターは９月１日発行の予定です。
投稿締め切りは８月２０日。記事や写真・イラストな
どをお寄せ下さい。紙・ＦＤは田村宅のポストに、 Ｅ
-mail は、alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp へ。

古屋 文子

自分の子供も他人の子供も遊ばせるのは一緒のこと。
どうせなら大勢の方が楽しいと日本信販住宅内に子供
会を作って５年が経ちました。その間、今に至るまで試
行錯誤の連続です。とにかく忙しい子供たち。その合間
をぬって子供会の行事を入れている。
世田谷や国分寺にあるような自然を活用したプレー
パークのようなところがあるといいなあと思っていた
やさき倉沢緑地のお話しを伺いました。一度息子と草刈
ボランティアに参加。この倉沢緑地で子供たちを遊ばせ
たいと思いました。話はとんとん拍子に進み５月２６日
(土)に初めて子供たちを引き連れて「秘密基地を作ろう
会」を行ないました。内容が内容だけに男の子の参加が
多く２１名も集まりました。土、日に企画する行事でこ
んなに集まるのは稀なことです。緑地に向かう子供たち
からワクワク、ドキドキする気持ちが伝わり、さしずめ
小さな探検隊という趣。道があるのにわざわざ崖の方か
ら登っていったりと、見ている方ではハラハラでしたが
それが嬉しくもありました。(昔の子供たちは皆こんな
感じだったなあ)田村さんの庭先をお借りして昼食はお
好み焼き作り。賑やかにおいしい時間が過ぎても帰ろう
とせず、基地作りに熱中していました。最近痛ましい事
件が続き子供たちを取り巻く環境も悪化の一途。どうし
てこんな世の中になってし
まったんだろうと嘆いてばか
りいても仕方がないこと。自分
の周りで出来る事を一生懸命
やるしかないのではという思
いを強く持ちました。自然の持
つ癒す力を感じた倉沢緑地。こ
れからの活動に取り入れてい
きたいと思います。
7/14まで青山の国連大学１Ｆ地球環境パートナーシッ
ププラザで「里山タスクグループ展」が開催されてい
ます。倉沢里山を愛する会も事例として紹介されてい
ます。機会があったら覗いてみてください。

倉沢緑地ボランティアへのお誘い
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! 作業の後はカレーにワインで乾杯!
７月１４日（土）１０時～１３時
雨天の時は翌日の同時刻
集合場所 １０時にアリスの丘下、第２緑地
作業内容 林の下草刈り、野草の保護
持 ち 物 手袋、飲料水、ご飯、お皿・スプーン
参 加 費 １人２００円（カレーの食材代）
※たくさんの方の参加をお待ちしています。
※２日前までに事務局・田村までご連絡下さい。

☆その次は ９月１５日（土）の予定です。

