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あけまして おめでとうございます。

多摩市の上空から見た倉沢・百草の里山（中央は東電学園）・・・・・周辺の都市化の中でひときわ濃い緑が砦のように残されている

倉沢が里山保全のモデルケースに（多摩丘陵里山保全連絡会）
2001年春、東京都、日野市、八王子市と地元の市民団
体等が参加してスタートした「多摩丘陵里山保全連絡
会」では、日野市の百草倉沢地区と八王子市の堀之内地
区をモデルケースとしてとり上げ、それぞれ部会を立
ち上げて幅広い市民と行政の連携で保全に向けての方
策を模索していくことになりました。４月に改正され
た東京都自然保護条例に基づく里山地域指定が当面の
検討課題になると思われます。
倉沢里山が取り上げられたのは、日野市内で唯一の
里山であるというばかりではなく、地元での市民によ
る緑地保全活動が非常に活発であること、市民だけで
なく地権者も緑地保全に前向きであるという点が高く
評価された結果であるということのようです。今回
（12/14）の連絡会に出席した倉沢里山を愛する会幹
事の藤田美智子さんと今井悠紀子さんは、愛する会の

活動が外部から思った以上に高い評価を受けている
ことを身をもって再認識でき、とても鼻が高かったと
報告してくれました。幹事の皆さんの努力と会員の皆
さんの日ごろの積極的なご協力のたまものと、大変う
れしく思っています
私達の倉沢は、里山保全のモデルケースとして今後
さらに社会的な注目を集めることになります。愛する
会の活動の領域も今年はさらに大きく拡大しそうな
状況ですので、皆様のますますのご支援・ご協力をお
願いします。
今年も倉沢の緑と自然の中で、のんびり楽しみなが
ら、和やかに活動していきたいと思います。どうぞご
いっしょに。今年こそ、よい年になりますように。
（第２面で「多摩丘陵里山保全連絡会」について中尾
ひろえさんが詳しく報告してくれています。）
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ご存じですか「多摩丘陵里山保全連絡会」
中尾 ひろえ
東京都および八王子市・日野市の行政と市民団体がと
もに話し合う場として2001年春、「多摩丘陵里山保全連
絡会」が発足した。背景には「東京における自然の保護
と回復に関する条例」改正に伴い里山保全地域指定をす
る必要があるためであった。東京都環境局が音頭をとり
八王子市と日野市の行政に働きかけて、両市の多摩丘陵
の緑地保全に関わる市民団体を集めて会合を開くこと
になった。私はまちづくりフォーラム・ひの」として参
加することになった。12月までに4回開かれている。
「倉沢里山を愛する会」も最初から参加しているが、幹
事の方が交代で出席している。私は3月29日の第1回会合
から連続して出席しているので会の流れを紹介してお
こう。実際のところ、会はスムーズに進んだわけではな
かった。第１回目の会議は、会の名称と会則で議論が紛
糾した。この問題は２回目（5/29）にもつれ込み、正式
名称は「多摩丘陵里山保全連絡会」と決まった。この会
は、八王子市と日野市域にある多摩丘陵を考えていこう
ということでの出発であった。両市の多摩丘陵地域はか
なり都市化が進んでいる。特に日野部分には、つい30～
40年前までは大きなかたまりで里山が残っていたが、今
は見る影もない。わずかに百草・倉沢地域に残るのみだ。
東京都が里山指定を行うとすれば、百草・倉沢地域の緑
地が残せるかもしれないと淡い期待を抱いた。
だが、２回目も１回目に引き続き、本来のテーマに至る
前の手続き論で会議はなかなか進展しなかった。この２
回だけに参加して失望を感じた人も尐なくなかったの
ではなかろうか。
３回目に会則が決まった
8月3日の3回目にやっと会則が決まった。その解説をし
ておこう。会則の１「設置の目的」では、「多摩丘陵の
北部地域に残っている里山等の連なる緑地の保全を主
題にして、関係者が様々な視点から話し合いを行う場を
設けることを目的とする」とある。この文面を見る限り、
緑地を保全するために話し合う場だけなのかというふ
うにも思える。さらに２「連絡会の活動」では、「みん
なで育てよう」という意識を広め、保全のための社会的
気運を高め、
「保全活動をいっそう活性化させるために、
保全にむけた検討や情報交換を行う」と書かれている。
市民同士ならばこのような規則を設けなくてもいいか
もしれないが、行政側が正式に加わると何らかのしくみ
が必要だろう。
構成員は、自然環境保全や環境教育またはまちづくり
に関わる市民団体やNPO、八王子市、日野市、東京都の関
連部署、保全にむけての連携が必要な上記以外の団体や
組織となっている。そして、事務局は東京都環境局で、
八王子市及び日野市が連絡調整を行う。これに対し事務
局に市民を入れるべきだという提案があり、４回目の会
合で市民も入れることが決まった。

糠床冬眠のお知らせ

また、この会の性格づけとして、「決定機関としない」こ
とが明確に打ち出されている。これは前述の目的と符合し
ている。多様な市民と複数の自治体での話し合いで何かが
決まると、その後、行政は整合性に苦慮しなければならな
い。行政側として入れて置きたい項目であろう。
市民と行政の情報交換が尐し進むか
第２回までは東京都が司会進行したが、第３回目は市民
側から司会を立てての進行であった。長年市民活動を続け
ている八王子市職員の石田さんの司会で、手順に準じた妥
当な進行となった。また、情報交換といっても、行政が市
民の情報を聞くという傾向になりやすい。そのことでも市
民側から異論が出た。市民の話は自分が関わっている一点
に集中しがちだ。これに対し、行政は広い情報や客観的な
データを持っている。そこで、共通認識を得るためには行
政資料の提示から入ることがよいと思われる。第３回は、
東京都の多摩地域の谷戸の保全に関する委託調査報告書
に基づいて、東京農工大学の古林さんが里山の定義と多摩
丘陵地域の里山保全状態について話された。指定地域の指
定順位などの質疑もあったが、現時点では決まっていない
とのことだった。
部会立ち上げが決まる
第４回は12月14日。まず冒頭、東京都から財政難のため２
～３年は里山地域指定はできない（里山地域指定は必要が
あれば都が公的に緑地を買い上げる意味を持つ）、しかし
市民緑地やその他の方法で保全の努力をしたいとの申出
があった。そこで、議題は谷戸調査における多摩丘陵の谷
戸の個別調査票の説明と、部会の立ち上げについて、に集
中した。調査票は前回の要望を受けてのもので、票の見方
の説明があった。しかし、平成９年の航空写真と若干違う
ところもあり、現実に歩いて植生等も変更すべきところが
あるのではないかとの指摘があった。部会については、日
野市倉沢地区と八王子市堀之内地区をモデルケースとし
て取り上げることになったが、東京都が用意した地図の○
で囲んだ部分だけを対象とすることには異論が出た。これ
に対しては、それぞれの部会で範囲を含めて検討すること
になった。倉沢についても百草谷戸まで入れて検討するべ
きであるとの提案が出ている。部会の立ち上げ時期につい
て、東京都は1月下旬く
らいとの提案をした
が、当該市と調整して
日程を決め後日連絡す
ることになった。
以上、発足から４回
開かれた連絡会の流れ
を見てきた。この１年
間で尐し前に進んだか
と思われる。

この夏、太陽を漬け込んだ糠床は山椒の実を混ぜて、上に厚く塩の布団を被い、冬眠致しました 。
糠床をダメにしない方法はひとつ。漬物だと思わないこと。微生物というペットだと考えること。
（國分知子）
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安江 照子
１２月８日は今年最後の清掃、落ち葉掃きと芋煮会。
このところ晴れていても朝夕は結構厳しい寒さ。当日
３０名の参加者のうち５～６人は竹の切り出し作業へ。
次の竹炭焼きの準備らしい。私達は熊手を持って第２緑
地へと落ち葉掃きに。積もった落ち葉に時々足をとられ
ながら、みんな一斉に音を立てて掻き集める。枯葉の山
がどんどん作られ、汗もにじんでくる。なかには一枚脱
ぎ二枚脱ぎする人もい
る。脱ぎたいけれどこれ
以上脱げないわぁと騒
いでいる人もいる。
掻き集められた枯葉は
大きなビニールシート
で引きずられながら運
ばれ、１ヶ所に集められ
る。次から次と運ばれて
くる木の葉を、踏み固める人をも埋めんばかりにかぶせ
てゆく。２つ３つある背負い籠で運ぶ仲間もいるので、
私もやってみようかと思ったが、籠そのものが重く、あ
きらめてまた掃き手にまわる。
終わってみれば、枞の中に集められたあの枯葉の山が
よくも収まったものだと感心する。今夜あたりからこの
葉ッぱの中にもぐり込む虫達のよい寝床になるので
しょう。またこの中で新しい命を育んで春を待つ虫達も
いましょう。そして枯葉も１年後には立派な堆肥になる
のでしょう。空を見上げると身軽になった木々が聳えて
いる。こうして第１緑地も第２緑地も、さっぱりと冬の
準備ができました。
昼食は北野さんからのワインが食前酒になり、お腹に
染み渡る。今日の芋煮は「豚肉入り味噌仕立の庄内風」
だそう。去年は「米沢風」だったというが，残念ながら
食していない。来年は何風になるのか、今から楽しみに
なる。ともかく丸のままの里芋がみごとで、大根､人参、
牛蒡の根菜類が豚肉と味噌でこくのある味が素朴で、実
においしかった。わが家で
も似たようなものはつく
るが、ここではみんなで食
べる楽しみもある。なかに
は、さっき切ったばかりの
竹筒で食べている人もい
て、こんな所でこその遊び
ごころが面白い。ごちそう
さまでした！
いつも参加するごとに新
しい発見や知識を得られるのも、本当にうれしい。今日
もはなやかな実をつけた木が「まゆみ」という名である
ことを知り、薪のような木に黒いひらひらしたキノコが
「きくらげ」ということも教えてもらった。前回、から
すの枕があれば「すずめの枕」という植物もあることを
知り得た。この里山に参加してからまだ３回目の私です
が、感動させられることが多く毎回参加が楽しみです。

國分 知子
１2月の落葉掃きの日、おじいさんとおばあさんと若
者は竹取に行きました。
竹を切る時は地面に対して水平に低く切って下さい。
切り株が尖ったり高すぎたりすると怪我のもとです。
今年出た竹は炭にするには若すぎるので古い竹を選
んで切って下さい。この２つの注意点を伺った後それ
ぞれ竹を選び次々と切り始めました。竹が切られると
ザーッという葉と葉がすれあう音と共に竹がしなり、
他の竹の枝々にもたれかかっていきます。すると竹の
葉がヒラヒラ、ヒラヒラと細長くきらめきながら、ま
るで光の小舟のように舞い降りるのです。それが美し
いと宙ばかり見ていたら私の竹は最後。でもお正月の
花入れは切りました。小さなおちょこは今度炭焼きの
時、火の当番をする人が日本酒を飲むように前もって
焼く予定です。
竹といえばエジソン。発明した電球のフィラメント
は京都八幡市の竹を使ったと聞きます。竹の落葉には
雨水を浄化する力が強く竹林の地下水は不純物が尐
ないと言いますからフィラメントに適していたので
しょうか。炭焼き教室の高橋弘さんは竹の内側の薄皮
は天然のバイアグラだといっていました。だとする
と、おそらく皆様がイメージしておられるかぐや姫は
清純派の吉永小百合、鈴木京香で
あったと思われますが、フェロモン
女優藤原紀香風にリセットしなけ
ればなりません。いずれにしろ竹の
神秘について今年は調べてみたい
ものです。今年もよろしく。里山ボ
ランティアで会いましょう。

１・２月の倉沢緑地ボランティア
１月２６日（土）

第２緑地で萌芽更新

緑と清流課の方の指導で、昨年に引き続き雑木
林の若返りのため、成長の終わった木を切って
新しい芽吹きを促します。作業の後はアツアツ
の焼き芋をどうぞ。後日切った木を使ってシイ
タケのほだ木も作ります。
１０時、倉沢第２緑地集合
雨天の時は翌日の同時刻
持ち物
参加費

手袋、剪定用ののこぎり・はさみ等
飲み物
200円（食材代）

２月２３日（土）

冬芽の観察会と甘酒会

１０時、倉沢第２緑地集合
雨天の時は翌日の同時刻
講 師
持ち物
参加費

右田 実氏（予定）
手袋、ルーペ等、お椀または湯のみ
200円（資料・食材代）
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百草の領主 小林権大夫正利

クマシデ（カバノキ科）

峰岸 純夫
こ の写真 の人物、
いったい誰でしょ
う か？ 江 戸 時 代
中期に百草３００
石の領主で旗本の
小林権大夫正利の
石像なのである。像
の 高 さ は 51.7cm
で、風折烏帽子（か
ざおれえぼし）をか
ぶり、金の彩色のあ
げはの蝶の紋のついた直垂（ひたたれ）を着て座って
いる。ただし右手の持物と左脇の穴に指したと考えら
れる刀は現在はない。まさに儀式の時のように正装し
た旗本の姿である。このような像は、寿像といって生
前に造っておくものである。像の背中・肩・腕・底部
に刻まれた銘文に、戒名が見られるように、逆修供養
（ぎゃくしゅうくよう、生前に逝去を仮定しての供
養）のものである。当時はこのような生前供養をする
ことによって寿命が延び、また極楽往生できると信じ
られていた。銘文を次に記す。
武州多麻郡百草村枟井山観音堂開基
源姓小林権大輔(ごんだゆう)正利
寿像
三代続統領主
正利院殿容散成石居士
宝永五戊子年八月十五日 生年七十四歳造立之
江戸八町堀松屋町石工船戸屋八郎兵衛造之
この銘文によれば、正利は枟井山観音堂の開基とあ
り、枟井山松連寺の一つのお堂である観音堂の開基
（創立者）とされ、松連寺も観音堂もともに設立した
ことが知られる。系図によれば小林氏は藤原氏である
が、なぜかここでは源姓と記され、戒名も銘文の如く
で、造立年は宝永五年(1708)、正利７４歳の時で、石
像を刻んだ石工の在所や名前も判明する。また「三代
続統領主」として寛永１９年(1642)に祖父小林正吉が
将軍徳川家光に仕えて百草の地を与えられて以来、父
正綱、そして正利と３代の百草の領主と明記してい
る。しかしこの時は、将軍家綱・綱吉と２代に仕えた
正利は宝永元年(1704)に隠居して、子息の正与（まさ
よし）が家督を継ぎ、隠居の身の上となっており、ひ
まに任せて百草の地で活動してその足跡を残し、この
寿像を造ってから３年後の正徳元年(1711)に没して
いる。
この石像は、いま百草の観音堂にはなく、川崎市中原
区下小田中の全竜寺という曹洞宗寺院に安置されて
いる。なぜ石像が移動したのか、その謎解きは次回に
ゆずる。（写真提供：村上直氏）
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆旧年中はファームの運営や里山を愛する会の活動に
色々な形でご支援・ご協力をいただき、ありがとう
ございました。心よりお礼申し上げます。本年もよ
ろしくお願いいたします。
☆今年は「倉沢里山を愛する会」の活動領域がさらに
拡大しそうです。たくさんの皆様の力が必要です。
４月からの新年度の入会についてのご案内を改めて
致します。皆様の入会をお願いします。
☆アリスの丘・風の丘ファームの所有者である石坂家
では 9 月に相続が発生しました。現在、農業と樹林
地の保全を最優先する方向で各方面と調整するなど
鋭意努力しているところですが、多額の相続税を納
めなければなりません。このためアリスの丘・風の
丘ファームを現状のまま維持できるかどうかきわめ
て難しい状況です。3 月からの契約更新のご案内の
時期ですが、結論が出るまでもう尐し時間が必要で
す。できるだけ早くお知らせしたいと思っていま
す。皆様のご理解をお願いします。
☆次号のニュースレターは 3 月１日発行の予定です。
記事や写真・イラストなどをお寄せ下さい。締め切
りは 2 月 20 日頃です。紙・ＦＤは田村宅のポスト
に、Ｅ-mail は、alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp へ
お願いします。

