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ヘビイチゴ（バラ科） 

ヘビイチゴの仲間で「20年間の歩み」に収録されて

いるのは、ヤブヘビイチゴ・キジムシロ・オヘビイ

チゴ・ミツバツチグリなど5種。同じバラ科でも、ヘ

ビイチゴとヤブヘビイチゴはヘビイチゴ属で、他は

キジムシロ属です。 

 ヘビイチゴといえば、

原っぱや道ばた、田んぼの

畦などで多くの人が見かけ

て、蛇が食べる程度の苺だ

からそう名つけられたのだ

ろうと思い、食すには有毒

だろうと思う人もいるし食

べてみようと思う人もいる

ようです。食べた結果は美

味しくない、味がないそう

です。今年の夏は私も食べ

てみようと思います。 

私は（蛇苺）と名付けた理由に加えて、多年草であ

る根生葉から細く長い茎を地上に伸ばし、その葉柄

の先で根を出し長い柄を持つ小葉を付け、その付け

根から長い柄を持つ花を1つ咲かせ、やがてそれが

1.5㎝ほどの苺（ヤブヘビイチゴは2～2.5㎝）にな

る。その長い茎が蛇を連想したのではないかとも思

うのだけれど。キジムシロ属は地上を這う茎を出す

のもあるが本体の所で

茎を伸ばし先端で分か

れて花を複数つけるが

花は実にならない。 

ヘビイチゴもヤブヘ

ビイチゴも花はガクの

外側にさらに副ガクが

あり複雑な造りがあの

食べる苺を連想させる

小果実を産んだので

しょう。    峰岸立枝 

刈払い機講習会に参加して 

後藤 聡 

 稀少な植物も多い里山の整備は、基本的に〝人

力〟でやったほうが繊細な作業が可能だ。しか

し、植物の生命力が活発になってくると人力によ

る作業だけでは限界もあり、刈払い機やチェーン

ソーといった〝エンジン式の機械〟の出番とな

る。 

 実はボクはこうした機械を使うことを、個人的

に少し敬遠してきた。理由はふたつある。ひとつ

はエンジンの振動によって手に震える感じが残る

ため、その後の仕事（キーボードを打つ作業）に

支障が出るから。そしてもうひとつの理由が、ケ

ガや事故の危険を考えてというものだ。 

 前者は機械を使ったあとに仕事をしなければ済

む話なのだが、問題なのが後者だった。というの

も、何年か前に『薪ストーブの本』という雑誌を

つくった際に、とある取材先でチェーンソーが跳

ね返ってきて隣にいた人に大ケガを負わせたとい

う話を聞いたのだ。専門用語で「キックバック」

と言うそうだが、かなり悲惨な事故だったらし

く、ボクの頭の中にそのときの壮絶なイメージが

リアルな残像として残ってしまった。 

 自分もケガはしたくないが、他人を巻き込んで

しまったら取り返しがつかない……。そんな恐怖

がなくなったわけではないが、心境の変化があっ

た。コロナ禍の引きこもり生活への反動もあって

か、せっかく便利に使える道具があるのだから、

安全に使うための基本をしっかり覚えて機械作業

をやったほうが、いろいろな意味でポジティブな

のではないかと

考え、４月の刈

払い機講習会に

参加した。 

 チェーンソー

ほどではない

が、激しく回転

する刃を使う刈

払い機にも当然

のように危険は

伴う。 

中央が,後藤さん 

しかし、然るべきやり方を守れば危険を回避できるとい

うことも確認できた。これから機械を使うときは「初心

を忘れず」でやるつもりだが、その前に機械の操作方法

を忘れてしまわないか、ちょっと心配でもある。 

田村はる子 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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田中 美恵 

 今年度、2月に入会し3月から畑を耕し始め…皆さ

んのお仲間に入れていただく事になりました田中で

す。前々からプランターではなく畑でお野菜を育て

てみたいなぁと思っていました。 

そんな時、ご近所さんからお声を掛けて頂き思いが

けなく現実になり畑生活が始まりました。 

最初は畑の面積の広さに不安しかありませんでし

た。が、周りの皆さんが本当に優しくご指導・お手

伝いして頂いたお陰で少しずつ形になってゆき筋肉

痛も馴染んできた頃、沢山のお友達も出来、今は里

山がとっても楽しいです。 

土作りは、肥料作りから。お野菜にあった肥料や

堆肥など奥が深いなぁ…と。牛糞や、馬糞・鶏糞…

最初はうんち⁉って驚きましたが…昔はね…とお話

をお聞きすると勉強になる事ばかりで美味しいお野

菜を作るには大切な肥料と知りました。又、雑草の

生育の速さにもびっくりです。あっという間に生え

てきて…日々、雑草との戦いに奮闘し雑草抜きに

通ってます！初めての収穫は、キヌサヤや、大根さ

んに大感激しました。これからどんどん実る予定な

ので楽しみです！畑を始めて農家さんのご苦労や、

野菜作りの難しさは想像以上でした。 

畑の他に、椎茸の植菌・植物保護活動・竹林整備

（タケノコ収穫）・刈払い機の講習会・農家さん旬

のお野菜販売・トレッキング（会の方の紹介で）な

どなど…楽しみいっぱいで家事や子供の世話より本

当は、畑に居たいと思うほどです！笑 

これから夏に向けて、暑さに負けず夏野菜から果

物(スイカ)にも挑戦して行きたいと思っています。 

皆さんと月に何度かの活動も（里山を守るのがメ

インの会ですので）楽しみにしています。外来種も

なかなか覚えられず草刈

りが捗りませんが…参加

するたび１つずつ覚えて

頑張りたいと思います。

活動後のおにぎりやパン

も楽しみのひとつです。

笑！雨も適度な降り方な

ら有難く、前よりは嫌い

じゃなくなりました！こ

れからもご指導よろしく

お願いします。 

会長就任にあたり 私 の 時 間 

新 役 員 紹 介 

会   長   田村はる子 

副 会 長   伊東 晴雄 

事 務 局   田村はる子 直江世志子 

会   計   伊東 晴雄 杉本 隆 

機材 管理   神谷正明  

会計 監査   野村タマミ 神谷由美子 

この度役員が入れ替わったのと、新しく幹事さ

んをお引き受け下さった方を、紹介します。 

今まで活躍して下さった幹事さん、会のために

ご協力いただき、感謝申し上げます。 
セリバヒエンソウを抜く田中さん 

田村はる子 

里山の会を立ち上げてから22年が経ちました。思

えば遠くに来たものです。今の相続では、特に農家

では土地をお金に換えて相続税を納める以外にあり

ません。それは宅地開発をするということになりま

す。先祖からのこの土地をそのままの姿で残したい

と思い始め、この気持ちに応えてくれたのが最も身

近にいた主人で、複雑な相続を知恵と工夫で何とか

乗り越えてくれましたが、残すことはそう簡単では

ありませんでした。日野市と何度も協議を重ね、財

政が厳しい折、市所有になった分の約70％は寄付

で、その他物納と買い取りで、奇跡的に山と畑を残

せたのです。地主の残したいという強い気持ちと、

それに応えてくれる市の担当者がいてくれたことが

奇跡的にこの土地を残すことが出来たのです。残し

ただけでは山の管理は、市の負担になりますので、

地主自らボランティア団体を立ち上げここまで来ま

した。常に会を一番に、私のライフワークと考え大

切に育てて参りましたが、皆様のお陰でこんなに大

きく発展し、路頭に迷わずに今に至っていますこと

には大変感謝しております。この会のシステムを細

部まで作り上げてきた主人と、それを見守って下

さった日野市の担当者の方と、趣旨に賛同して応援

をして下さった会員の方々のお陰です。 

環境にも配慮しながら緑の里山の循環を守り、仲

間との語らい、心と体が健康になり、この様な素敵

な会はないと常日頃から感じています。この素晴ら

しい会がいつまでも存続できますように原点に戻

り、この会に賛同して下さる皆様に手伝って頂きな

がら一歩ずつ進み、そして次の世代に引き継いで行

きたいと思います。 
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倉沢周辺の 

鳥たち 

  西の横綱 

 ムクドり 

写真と文 杉本 研士 

 向こうを張る堂々の横綱。 

「リャーリャー ギャーギャー ギュルギュル」と

騒ぐ人たちのことをムクドリと呼んでうとましがる

ことがあるほどに、このところ隆盛を極めていま

す。そうです。「群れて来る鳥」が短略されて「ム

クドリ」です。 

畑を片付けようとしていると、どこからか4羽・5羽

と寄って来て、虫やら何やらをせっせとあさる様子

は私たちにお馴染みで、「雨戸をしばらく放ってお

いたら戸袋に巣を作られてしまった」というような

話もよく聞いたりして･･･。 

 馴れ馴れしいばかりかというと、そうでもありま

せん。 

 たとえば、冬の庭にしつらえたエサ台にはシジュ

ウカラ、メジロ、ヤマガラ、ヒヨドリなどは足繁く

通って来るのですがムクドリはどうしてか近寄ろう

としません。どうも分からないところがあります。

凄味と可愛らしさが混ぜ混ぜになっているようでも

あります。 

 クチバシから頭の線がシャープで、頬に銀色の線

が目立ち、どことなく金属的で凄味があるうえ、地

面を歩くときには脚を前後させてノッシノッシとお

尻を振るようにして歩くの

で、なおさら「たしかに鳥

類は恐竜の子孫なんだな」

と思わされるのです。 

 そうした一方、群れが飛

び立つとき、あるいは降り

立つとき、それぞれに短め

な尻尾の縁にきれいな白い

斑が可愛らしく目立ちま

す。飛翔があまり上手とは

言えず、よたよたぐらぐ

ら、互いにぶつかりそうに

なっている様子がご愛敬で

す。ムクドリが、スマート

な尾を持っていてヒヨドリ

のように巧みに飛行した

ら、ちょっと引けてしまう

に違いありません。  

外来種除去に参加して 

松村いずみ 

生まれも育ちも横浜市

の住宅街ですので、田

舎でしたが、特に自然

がいっぱいというわけ

ではありません。子ど

ものころは、庭の草む

しりの手伝いで、名前

は知らなけれど住宅地

に生えるような雑草は

抜いてきました。母か

ら「花が咲いたから早く抜いて」「根っこか

ら抜いて」と教わりました。黙々と雑草を抜

く作業は好きでした。 

 今は集合住宅のベランダで花を育てています

が、畑をしたい気持ちが強くなっていまし

た。散歩をしていましたら、畑仕事をされて

いた富塚さんに、会のことを教えていただ

き、そのまま田村さんを訪問して入会しまし

た。 

 カタクリが咲く林の中での外来種除去では、

葉のみのセリバヒエンソウとムラサキケマン

を見分けるのが難しく、教えていただきなが

ら抜きました。 

ドクダミとか、イネ科の色々とか、実家では

抜いていた雑草も、ここでは抜かなくてよい

のが少し不思議な感じです。 

 そして皆さんが親切にウドやミツバを教えて

くださいました。いい年をしてお恥ずかしい

限りですが、売っている三つ葉は知っていて

も、生えているとわからないのです。 

 ふきのとうを頂いて帰り、さっそく教えてい

ただいた佃煮を作りましたら、夫が大喜びで

した。三つ葉をたくさんいただいた時には、

三つ葉とサバ缶のお味噌汁やおひたしを教え

ていただきました。 

 私にとっては、教えていただく一つ一つが、

とても貴重で楽しい経験となっています。皆

さんが親切なので大変ありがたいです。まだ

大変な作業をしていないので脳天気なことを

言いますが、林の中は（春なので）涼しく、

どこにいても鶯の声が聞こえ（ガビチョウも

鳴いてますが）大勢での外来種抜きの作業は

楽しいです。どうぞよろしくお願いします。 

落ち葉掃きをする高橋さん 

  会では、20周年記念事業として、記念誌の発行と合わせ

て、緑地や駐車場を示すサインを6/9に設置しました。アリ

スの丘.長久保緑地には、保全の経緯と意義のサイン、また

桜の10.20周年記念樹にも植樹のサインを設置しています。

素材は丈夫なものですが、刈払い機での除草作業には十分気

を付け、傷つけないようにお願いします。 

東の横綱「ヒヨドリ」の 
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4日14日（木）植物保護と外来種除去（14名） 
4月16日（土）刈払い機講習会と外来種除去（49名） 
4月28日（木）番外編外来種除去・長久保緑地、第２
緑地空地、タラの丘（15名参加） 

5月14日（木）植物保護・カザグルマ、バーソブ、ヤ
マユリの手入れ（17名） 

5月15日(日）万蔵院台炭焼き小屋周辺機械刈り・万
蔵院台崖地、バーソブ自生地、第一崖地手刈り・
第2緑地そだ柵の片付け（45名） 

5月21日（土）外来種抜き・南赤道・第一緑地・植物
保護マーク付け（12名）作業後、実さんしょう摘
み 

5月25日（水）タラの丘・第一緑地・赤道・山田様宅
横機械刈り、第一緑地の手刈り（37名） 

6月7日（火）植物保護、長久保緑地の希少植物保護.
外来種抜き（11名） 

6月11日（土）長久保機械刈り・タラの丘・そだ柵の
手刈り（40名） 

6月18日（土）植物保護.北緑地(12名） 
6月22日（水）長久保.北緑地の機械刈り、手刈り、
ブルーベリー畑の草取り、椎茸のほだぎ販売 

各回の持物：バンダナ、手袋、スタンプ帳、飲料水 

各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日

（内容を変更する事や番外編あり。各回おやつあり 

7月9日(土)万蔵院台刈払い機・そださくの手入れ 

7月20日(水) 長久保機械刈り第2緑地、万蔵院台崖面手

刈り他 

8月11日（木）栗林（万蔵院台、長久保）機械刈り、第

一緑地崖面手刈り 

9月3日（土）第２緑地、タラの丘機械刈り 

9月18日（日）長久保機械刈り、万蔵院台崖地手刈り 

毎回の作業の数日前に植物保護作業、9時第2緑地集合。 

熱中症には気を付けて、こまめに水分を補給して下さい。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆外来種除去が、毎年の課題となっていますが、

４月に、まだ種を持っていない時に大量に抜くこ

とが出来ました。ファームの周囲でも抜いてね。 

☆6/18の植物保護日に、カザグルマが大量に切ら

れているのを発見！皆で絶滅危惧種の保護に努

め、何年もかかり大切に育てたものを切られ、

がっかりするやら悲しいやら。道路際のフェンス

沿いなので、カザグルマのツルを雑草と間違え、

誰かが切ったのか、心無い人の犯行なのか？ 

☆作業時は白っぽい服装で、蜂から身を守って下

さい。黒服は、攻撃されやすくなります。 

☆ファームの空きを待ってる方がいますので、2区

画管理してる方は切りの良い所でご連絡下さい。 

☆アリスの丘の水道水は、節水を心がけて下さい. 

 なるべく雨水をためて、利用しましょう。 

☆6/11（土）日野市緑地管理ボランティア講座の

皆様 24名が見学にいらっしゃいました。 

4～6月の主な活動記録 

7月～9月の主な活動予定 

7 年 目 の 奇 跡 

田村はる子 

6月の初旬の朝のこと、庭に出ると異様な羽音に

気が付きました。庭中を黒い虫が飛び交ってい

て、ハエの異常発生かと勘違いするほどにブンブ

ン飛んで、何やら黒い虫が集中して固まっている

ところを発見！それはハエではなく、最近は殆ど

見られなくなっていたニホンミツバチなのだと分

かるまでには、そう時間はかかりませんでした。7

年ほど前に、杉本研士さんが手作りした巣箱の表

面に、塊で密着してるのを見定めて、「これは、

分蜂だ－！」と心の中で叫びました。急いでスマ

ホを取りに家の中へ、そしてミツバチの様子を動

画に収め、早速杉本さんにこの喜びを送信しまし

た。 

何しろ７年の歳月が経ち、もう入ってくれないの

かとあきらめかけていたところでしたので、思わ

ぬ神様のプレゼントに興奮状態の私でした。明く

る朝、巣箱の作り主の杉本さんが見にいらして、

ミツバチが入っていることを確認して下さいまし

た。喜びもつかの間、板に節があったらしく丸く

抜け落ちて文字通り節穴を発見、そこから蜂たち

が出入りしているではありませんか。この大きさ

の穴では、スズメバチも入ってしまい襲われてし

まいます。翌日杉本さんは、蜂を驚かせないよう

に、器用に素早く金網で修理してくれました。 

これで安心、かわいい蜂たちは毎日忙しく巣箱を

飛び立ち、我が家の庭の花畑やアリスの丘・風の

丘、里山の花々との間を行ったり来たりして、美

味しい蜜を集めているようです。アリスの丘

ファームで可愛いニホンミツバチを見かけたら、

応援してあげて下さいね。ここでは農薬を使用し

ていないので安心して、飛び交っているのでしょ

う。さて、この先はどのような展開になります

か、里山ブランドの蜂蜜は採れるのでしょうか。

少し気が早いで

すが、来年の春

にはまたこの蜂

たちの分蜂があ

るとすれば、巣

箱を製作して隣

に置いたら入っ

て く れ る の で

しょうか。里山

蜂蜜プロジェク

トを立ち上げな

くてはと、夢は

大きくどこまで

も膨らみます。 

分蜂で箱に入るところ 


