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マアザミ（キク科アザミ属） 

 里山ではノアザミ、ノハラアザミ、

タイアザミの3種を収録しています。国

内には100種ものアザミがあるそうで

す。9月、北緑地東に気になるアザミが

あったのです。 

図鑑やネット検索などいろいろ調べると、どうもマ

アザミのようなのです。10月になりマアザミ調べに

なりました。葉が本当に食べられるので「真薊「真

の薊」であり、別名は花の付き方から「キセル薊」

とも言うのです。タイアザミに似てはいますが頭花

は少なく、茎の根元には大きな根生葉があります。

タイアザミは花期にそれがありません。根生葉の有

無はアザミの名前を決める大事な要素の1つです。 

アザミというとトゲを連想しますが、葉も茎にもト

ゲは無し。自然な弧を描いている茎の先には紅紫色

の頭花が1個あり、下向きにキセルのように曲がって

います。キセルアザミとも言われる由縁です。「い

としき花よ 汝(な)はあざみ こころの花よ 汝(な)は

あざみ さだめの道は 果てなくも 香れよせめて 我

が胸に」と倍賞千恵子の歌を思い出しました。アザ

ミが国花のスコットランドにもアザミの歌があるで

しょうね。 

図鑑には花が終わると上向きになると説明されてい

たので11月になりまた見に行くと、どうでしょう。

茎は真っ直ぐになり、花もキセルのように曲がるの

をやめて上を向いて咲いており、頭花も変色して花

の終わりを告げていました。開花終期に変化したと

いうことでマアザミに確定してよいでしょう。 

真薊の実証には食べてみる必要があるのではと考

え、根生葉１枚を持ち帰りました。トゲの無い葉で

すから、美味しいというより口当たりがよいと言え

るでしょう。また食・不食の問題でなく、アザミ属の

中でもその特徴が真(まこと)に近いからかもしれな

いとも思えましたが、実のところ断定はできませ

ん。NHKスペシャル―超進化論―で、植物が会話して

いること(物質を使ったコミュニケーション)を知っ

た私。それ故に葉を１枚減らしたことでアザミはど

う考えてどう行動したか考えてしまうのです。 

                 峰岸立枝 

百草地区との出逢いに感謝 

田村はる子 

千田 昭子 

9月から「倉沢里山を愛する会」に入会させて頂

きました千田と書いてチダと読みます。どうぞよろ

しくお願い致します。 

私共夫婦が日野市に住み始めて今年で27年目を迎

えております。三沢をはじめ程久保そして百草地区

に引っ越して来たのは、2015年の3月の事です。京

王線の百草園駅を降りて、急な坂を登ると緑豊かな

景色と共に葉のカサカサと揺れ心地よい風の音、栗

の畑や菜園などがあり、鳥の声なども聞こえてきて

落ち着く素敵なところだと2人で感激しました。住

みはじめてからも驚きと感動は続きます。自宅の横

を流れる水路が沢であること、そこから沢ガニが姿

を見せてくれました。初夏には、窓から蛍を見る事

ができた時には、本当に感動しました。恥ずかしな

がら、私は自然の蛍を見るのは初めてでした。今年

は、庭のプランターで育てていたルバー

ブで休んでいる蛍を見つけることができ

思わずパシャと一枚。(左写真ホタル) 

更に隣接する栗の畑では、タヌキや日本

アナグマ、散歩中にはフクロウに出会うことも出来

ました。夢のような場所に住んでいるのだと本当に

感謝の毎日です。この素晴らしい場所がいつまでも

いつまでも続いてくれたらと思います。 

「倉沢里山を愛する会」に入会させて頂いてまだ

数ヶ月ではありますが、色々な経験をさせて頂いて

おります。本当に有難うございます。皆様に教えて

頂きながら緑地保全のお手伝いをさせて頂きたいと

思います。 

8月から始まった「カウの谷ファーム」も管理させ

て頂く事になり、歩いて数十歩で通えます。本当に

近いです。どこか借りて

野菜作りを再開したい

思っていたところでした

のでこんなうれしいこと

はありません。色々な野

菜に挑戦して「カウの谷

ファーム」ならではを楽

しみながら見つけていき

たいと共に大切に使わせ

て頂きたいと思います。

のんびりマイペースな二人ですがどうぞよろしくお

願い致します。  

10/20北緑地東 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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大図 京子 

 9月に夫婦で入会した 大図と申します。 

八王子市大塚に越して来てもうじき25年になりま

す。主人は野菜作りが好きなので、その間市民農園

に何度か応募しました。当選すれば2年借りられま

すが、期限が終わると次にまた当選出来るとは限ら

ないので、どこかで続けて畑を借りられないかと 

散歩の途中で 畑に人が居れば貸していただけな

いかとあちこちで声を掛けてみましたがどこも貸し

てもらえず、仕方なくまた市民農園に応募して、何

度かは借りられた のですが、近年は2回続けて抽

選に外れて4年も土に触れられないと諦めていまし

た。 

そんなある日前にりんご狩りした事がある場所は

どうなっているのだろうと、夫婦で散歩がてら見に

来たところ、ちょうど畑に一台の車が停まり、中か

ら直江さんが出て来られたので、主人が畑の事を聞

こうと声をかけたのが縁でした。そこからとんとん

拍子に話が進み入会しました。おかげで念願の畑が

借りられてありがたいです。親切に色々説明してく

ださった直江さんに感謝しています。 

田村さんにも里山

を案内していただ

いたり、活動の度

に声をかけていた

だ い て 嬉 し い で

す。 

里山の活動は当分

の間土日くらいし

か参加できません

が、同じ会の方だ

と思うと初めて会う方にも気軽にお話し出来るので

活動に参加するのが楽しみです。これからも夫婦

共々よろしくお願いします。 

ワンちゃん達がつないたご縁 畑が借りられて‥ 
 中村 幸子 

 私達夫婦が倉沢里山を愛する会を知ったのは、少

し意外なことがきっかけです。よく晴れた10月の午

後、高幡不動尊まで散歩することになり、途中直江

さんの家の前を通ることにしました。理由は、太平

君と春平君に会えるかもしれないから―太平君は大

きくて賢いレトリバーで、春平君はその息子の生後

間もないワンちゃんです。太平君と飼い主の直江ご

夫妻とは、自治会の防犯

パトロールで知り合いま

した。太平君は日野市の

わんわんパトロールの隊

員です―。突然の思いつ

きでしたが、直江邸のお

庭にはワンちゃん達と奥

様の姿がありました。大

喜びしていたら、今朝

採ってきたという見事な

ネギを下さいました。直

江さんはそれまでも何度かワンちゃん達と我が家に

野菜を届けてくれたのですが、いつもそれがとても

立派なのです。「どうすればこんなに立派な野菜が

作れるのですか？」と思わず尋ねたら、「畑に興味

がありますか？」と直江さん。そして「良ければ読

んでください。」と渡されたのが、この会のパンフ

レットでした。 

 読んでびっくり！４年前に日野に越して来て以

来、この地の自然の豊かさに惚れ込んでいました

が、この大自然の一部は里山として、人の手により

守られていたのだとは！早速入会を希望して、里山

を案内していただきました。その広大さに驚くと共

に、そこを颯爽と駆け巡りつつ、小さな草木をも慈

しむ田村会長の姿に感服し、また会員の皆様が楽し

そうに、細やかな農作業に勤しむ姿に感動しまし

た。このご縁を運んでくれた直江ご夫妻とワンちゃ

ん達に感謝しています。結婚以来マンション暮らし

で土に縁のなかった私達夫

婦ですが、どうぞ皆様方の

ご指導ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上

げます。 

 

12/12夢が丘小学校の3年生60名に、出前授業「多

摩丘陵の自然について」の講座を開催しました。

伊東副会長より説明をし、最後に子供達より、沢

山の質問を受けました。思った以上に、子供たち

は環境問題の学習をしていることを知って驚きま

した。里山の会のことも知ってもらい、将来の担

い手になって下さればとの思いから、これからも

お声がかかれば出前授業をやらせて頂きます。 

シモバシラの花9/29第２緑地 
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倉沢周辺の 

 このポートレートは

「イカル」にしてはひど

くスマートで、目付きも優しげに見えます。「お見

合い」用に特別に写したものに違いありません。 

普段は、もっさりした灰色。黒頭巾。ピラミッドの

ようなクチ

バシ。けっ

こうに鋭い

目つき、

「こわもて

の烏天狗」

といった雰

囲気です。 

大 き な ク

チバシは、

木の実を好んで食べる「アトリ科」の特徴ですが、

その中でも「イカル」のクチバシの威容は群を抜い

ていて、硬い実をバリバリと砕いてしまう様子から

「豆ころがし」「豆まわし」「豆わり」などと呼ん

でいる地方があるようです。 

行方の枯葉の中から飛び立ち、ほとほとと縦に掻き

昇る感じで高い枝に止まり、長い間、こちらを窺っ

ていることがあります。用心深くもあるのです。 

ところが、びっくりです。明るく張りつめた鳴き

声を、あたりをつんざくように響き渡らせるので、

昔からさまざまに聞きなされています。「イカルコ

キー」「キーコキーキー」「お菊二十四」「蓑笠着

い」「月･星･日」･･･「イカルコキー」という聞き

なしから「イカル」と、「月･星･日」という聞きな

しから「三光鳥」と呼ばれるようになったというこ

とです。 

 さらに、びっくりです。春先、林の中に入りかけ

て、「木々たちが歌っている！」と立ち止まってし

まったことがあります。控え目で優しいハーモニー

があたりを包み込んでいたのです。戸惑いながら見

上げると、互いに充分なソシアル･ディスタンス(こ

の鳥の特徴)を保って止まっているイカルの群れに

取り囲まれているのが分かりました。春を迎える

BGM。鋭い恰好や高鳴きからは、思いもよらないこ

とでした。 

 そして、三度目のびっくりです。この国では昔か

ら、イカルのことを「斑鳩」と

書き慣わしております。「斑鳩

の里」といえば「法隆寺」。法

隆寺といえば「聖徳太子」とき

ますから、なんと、イカル天狗

はなかなかに「やんごとない」

縁を引いているのです。 

 

鳥たち 

 イカル 

写真と文 杉本 研士 

未知の経験にわくわく！ 

曽谷 明美 
 あ、畑になってる…

ここは百草ファームの

牛さんたちのご飯を

作っている所…とばか

り思っていたらいつの

まにか綺麗に耕され、

何やら植っている。 

足をとめ眺めていると

作業をしていた直江さ

んが明るく声をかけて

下さいました。「興味

がおありでしたらどうですか？」と。 

のどかなこの地に越して7年。興味あります！あ

りますが……もともと東京生まれの私、畑の経験

も知識もない。 

翌日再び畑を見に行くと今度は千葉さんから収穫

したばかりモロヘイヤ頂きました。早速その日の

夕食に…えっ！スーパーで買うモロヘイヤとぜん

ぜん違う！美味しいー！心は決まりました.(笑) 

というわけで、この度主人と2人、皆様のお仲間

入りをさせて頂く事になりました曽谷と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

10月に入会し、これまで草刈り、落ち葉掃きに参

加。落ち葉掃きは想像以上の体力勝負で、すぐに

ヘトヘトになってしまいました。 

ですが終わったあとの達成感。おにぎりとはる子

さんの漬けたハヤトウリのおいしさ、皆さんの笑

顔、その夜はなんとも言えない充実感に満たされ

ていました。 

畑の方も経験者の皆様に助けて頂きながら、なん

とか形になってきました。見様見真似で、玉ネ

ぎ、長ネギ、そら豆を植えてみました。 

夫婦共にビールが大好きなので、来年そら豆を

炭火でさやごと焼いて庭で一杯できたらと夢を膨

らませております

が、上手く収穫で

きますかどう

か…。 

「カ ウ の 谷

ファーム」とても

素 敵 な ネ ー ミ ン

グ、木 々 に 囲 ま

れ、動物たちの気

配も感じるこの畑

で、これから楽しめたらいいなと思っています。 

こわもてのカラス天狗 

11/19 カラタチバナ（百両）北緑地竹林・13個の実を付けました 

大きめのくわいは、素揚げが美味し

い！小さいのは、カウの谷に植え付け 

11/19 長久保緑地・クワイ掘り 

秋田フキと くわい植え 11/24カウの谷 

カウの谷
のネーミ
ングは幹
事の杉本
隆さん。 

写 真 は 2
枚とも田
中さん撮
影 
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10/8（土）植物保護（ツクバトリカブト・フユノハ
ナワラビ）外来種抜き(コセンダングサ・セイタ
カアワダチソウ）、アリスの丘ファームの草片付
け作業（17名） 

10/9（日）タラの丘・長久保機械刈り・第一の斜面
地・北緑地東の斜面地の手刈り、ブルーベリー畑
草取り(57名) 

10/18（火）渋柿もぎ（17名参加） 
10/19（水）キウイもぎ（12名参加） 
１１/3（木）ひなた緑地落ち枝拾い・長久保緑地外来
種抜き・保護区の手入れ（22名） 

11/5（土）ひなた緑地東側機械刈り、タラの丘、第
２緑地の手刈り・倒木処理（64名）芋煮 

１１/１７（木）柚子もぎ風の丘・タラの丘（15名） 
１１/１９（土）ひなた緑地植物保護・落ち枝拾い、長
久保緑地クワイ掘り（18名） 

11/24（木）、11/23は雨のため11/24に順延、ひなた
緑地の機械刈り、カウの谷ファームに、クワイ、
秋田フキ移植（31名） 

12/10（土）長久保落ち葉掃き、倒木処理（53名） 

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 

1/6(金)アリスの丘9時集合、緑と清流課との協働で 

高木伐採 

1/21(土) 万蔵院台緑地落ち葉掃き 

2/4（土）万蔵院台緑地落ち葉掃き、萌芽更新 

2/23（木）タラの丘、第１緑地・第２緑地の落ち葉掃き 

3/19（日）椎茸植菌、堆肥床のメンテナンス他 

毎回の作業の数日前に植物保護作業、９時第２緑地集合。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆新年あけましておめでとうございます。本年も

皆様のお力をお借りしながら、里山を楽しみつつ

管理できればと思っています。どうぞよろしくお

願い致します。 

☆2区画以上の耕作の方は、新会員入会の折、アリ

スの丘を空けて頂きたく、返却する畑には、栽培

期間の短い野菜を作付けし、いつでも返却可能の

状態を保って下さい。皆でシェアしましょう。 

☆来季の契約手続き更新のお知らせは、2月下旬頃

事務局より発送いたします。 

☆事務局の田村が、体調を崩してしまい事務局補

佐を急遽大石さん、椎塚さん、新井さんにお願い

しました。皆で支えあいながら、進んで行ければ

と思っています。今まで活発に動いて下さってい

た直江さんに感謝です。大変お疲れさまでした。 

☆アリスの丘の水道水の件、冬場は余った水を捨

てると道路が凍結し、危険です。道に流さないよ

うに工夫して下さい。 

☆焚火は禁止です。日野市では条例で禁止されて

いますので、雑草は粗朶柵まで運んで下さい。 

10～12月の主な活動記録 

1月～3月の主な活動予定 

里山保全活動という名の楽しい遊び 

金子 徳子 

 この度、野村タマミさんのご紹介で11月に入会さ

せていただきました金子徳子と申します。 

長年続けていた英語を教える仕事をすっかり辞め、

植物の世界に足を踏み入れたのが７年前。花や樹木

の名前も分からず、野菜の作

り方も全く知らないところか

らのスタートでした。 

府中と信州を行ったり来たり

の生活をしているのですが、

信州の畑を何とかしなくては

という思いからの決断でし

た。義務感から始めたことで

はありますが、自然と触れ合

うこと、植物を相手にするこ

とがこんなに楽しいこととは

思わず、その後は野菜・ハー

ブ栽培、野草研究、フィール

ド巡り、草木染め、ボタニカル化粧品作りと、どん

どん植物の世界が広がっています。植物の懐って深

いなあと思うこの頃です。 

身近な植物を暮らしに取り入れる生活をするよう

になって、まわりの世界がぐっと近くなりました。

季節に敏感になり時の流れが愛おしく感じられま

す。やるべき季節の手仕事が、次から次へとやって

きます。 

冬から早春にかけてのタンポポコーヒー作り。春の

野草茶はヨモギ・スギナ・ドクダミ・クロモジなど

で。夏の梅仕事。秋の干し柿、各種漬物作り。冬は

たわわに実るネズミモチの黒く熟した実でネズミモ

チコーヒーを作ります。 

７月に田村さんとタマミさんに初めて倉沢の里山を

案内していただいた時は、里山の豊かな自然、宝物

のようなたくさんの植物たちにワクワクしました。 

ここは大人の楽しい遊び場ですね。保全活動という

名の楽しい遊びのお仲間に入れていただいて感謝し

ています。どうぞよろしくお願い致します。 

長久保緑地に落ち葉の堆肥床

製作。腐葉土を運び出しやす

いように道路沿いに作りまし

た。1年寝かせれば、腐葉土の

完成です。落ち葉掃きは体力

が要りますが、美味しい野菜

のために頑張りましょう。 

 

毎年恒例の、ツルッ
コという渋柿をもい
で、干し柿を作りま
した。昨年は天候に
恵まれ、上手にでき
ました。素朴で自然
の甘味、美味しく体
にも安心な里山の手
作り無添加食品！ 

10/18・渋柿もぎ 

12/10・新しい落ち葉プール 

た
わ
わ
に
実
る
柿 


