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地震に強い街づくり

大切な緑豊かなオープンスペース

國分 知子
私達が住む日野市の地震災害について考える時、注意
する地震は３つあります。そのひとつは立川断層を震源
とする地震です。マグニチュード７程度の地震が約5000
年間隔で繰り返すと推定されていますが、最後の地震は
約1,800年前に起こったので当分安全と言われていま
す。もう１つは相模トラフを震源とした海洋型巨大地
震、マグニチュード８。1923年の関東大震災はこの海洋
型でした。そして南関東直下型、マグニチュード７。こ
の３つです。海洋型巨大地震について2020年頃起きると
予想する人もありますが、まだはっきりとした予知はで
きないようです。南関東直下型については最後の地震が
特定出来ないので、まったく予知不能です。日本では
1923年の関東大震災から1995年の阪神大震災の間にマ
グニチュード６以上の地震が６０回以上起きています
から、地震予知を待つよりも地震を考慮した街づくりや
家庭の安全を考えるとよいと思います。阪神大震災の教
訓から学ぶことはたくさんありますが、街づくりに関し
ていえば街の中にオープンスペースがなかったこと、消
火のための水がなかったこと、この二つの問題が被害を
大きくした事を忘れるわけにはいきません。木は土と
いっしょに揺れるため、地震で倒れた木は１本もなかっ
たといわれています。つまり自然環境を大切に残した街
づくりこそが地震災害に強いといえるでしょう。

倉沢万蔵院台の雑木林と炭焼き小屋

倉沢では由木養鶏場さんの土蔵に関東大震災と伊勢
湾台風の爪痕が残っています。関東大震災の時、土蔵の
横壁が何ヶ所か崩れ横に傾いたそうです。その後伊勢
湾台風で土蔵の屋根が飛び今はトタンの屋根になって
います。自然の力の大きさには驚かされますが、同時に
倉沢の地盤が強いことも証明しています。倉沢は緑の
拠点であると同時に防災の拠点でもあるのです。
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萌芽更新と焼き芋
浜田 よし子
1月26日 第2緑地で「萌芽更新」の作業をしました。
初めてのことで、どのようにするのか興味津々で家を
出ましたが、外はなんと寒いのでしょう！
こんな日は炬燵でテレビを見ながらお茶でも飲んで
いたいなと思うところですが・・・・。
萌芽更新と
は１５年から
２０年に１度
雑木を伐採し
新芽をふかす
こと。日野市
の緑と清流課
の方の指導
で、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すと言う作業で、今回は１０
本程の木を伐採したでしょうか。
１～２年前に伐採した木の切り株からは脇枝がたく
さん出ていました。その中で中心になる枝２～３本だ
けを残し、ほかの枝は切り落とすと言う作業もしまし
た。はさみを持ってパチンパチンと切っているうち、寒
さも忘れて仕事をしている自分に驚きました。１人で
は出来ないことも３０人も集まると大きな力となり、
楽しくさえなって来ました。
チェーンソーでコナラやクヌギを切り、しいたけ用の
ほだ木を作ったり、尐し細くて真直ぐな木は杭にする
ため、先をとがらせました。50～60ｃｍの巾を持たせな
がら2列平行に作った杭を打ち、その間に小枝を積み上
げて行くと 素
敵な垣根が 出
来上がりま し
た。
（写真上と
右）
考えもつか
ないような 芸
術的な垣根 に
な り、そ れ が
年月と共に 土
に戻るので す
か ら、自 然 の
力も昔の人のアイデアも凄いです。
作業が終わるころ、焚き火のところではお芋が焼けて
きました。芋を濡れ新聞で包んでからホイルで包み、焚
き火の灰の中に入れたのだそうです。
焼き芋班と共にホッカホカのお芋をいただきました。
美味しいお芋を食べながらふと里山を見ると、木が間
引かれた分朝よりスッキリ明るくなり、空が大きく見
えました。初めての体験は驚きも多く、嬉しくなりま
す。心もお腹も大満足な１日でした。
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椎茸の「ほだ木」作り
峰岸 立枝
私たちはクヌギやコナラに専用のドリルで孔をあけ
た所に２０００個あるという椎茸菌の「コマ」の植え
付けをやりました。田村さんから、幹にきちんと全部
打ち込むことが雑菌が入るのを防止することだと説
明を受けたのでそのように心がけて、とんとんと打ち
始めました。「白い菌のようなものが剥がれてもいい
の」と質問すると、「コマ」に菌が沁み込んでいます
から、とのことで安心。ひたすら子供の気分になって
楽しく打ち込んでいきました。また菌をきちんと打ち
込むにはクヌギの樹皮は深く縦に割れ目があるので、
そこに開いた孔には、槌と未熟な技術によりしっかり
打ち込むように努力したけれど、結果はどう出るで
しょうか。 コナラの
方は樹皮の割れ目が
浅く打ちやすかった
のですが、
「あら、こ
の木は音が違うわ
ね。」と声が上がった
のはコナラを叩いた
時のことがです。安
江さんたちもそう
言っていました。コ
ナラのほうがカンカンと高く響き、槌を樹に当てた感
じも違うのです。これでまた新しい発見で音の違いを
楽しみました。幹の内部の構造が違うからでしょう。
当日は楽しく、しかも感動するような珍しい体験が
沢山あり、それぞれの部所でみんな熱中していました
ので、植え終わった木はなるべく自分たちで所定の所
に運びました。でも「年だからね」と二人で持って「よ
いしょ」と積んだり、余りにも重いと力のありそうな
男性を「お願い」と顎で使うように言ってしまったり
して御免なさい。回を重ねるごとについ誰もが親しく
なった結果からと、言い訳しておきます。
数の多さに尐々焦りだしました。
「もっとたくさん孔
を開けて、なかなか終わらないよー」と隣に声をかけ
たのはいいですが、今度は忙しすぎて。そこで、浜田
さんが孔にちょっと刺すことだけをやり、それを叩く
という方法にしたら驚くほど作業が早く進みました。
終わってから「終盤になってからの椎茸の原木には菌
がたくさん入れてあるから、菌の数で値段を決めよ
う」なんて言ったりしちゃって。
私と組んだ田中さんは「楽しかった」と心から感想を
述べていました。浜田さんと３人で組んだやり方はこ
れから大量にこなすときはいい方法だとお勧めです。
寒中、椎茸の生えたときの歓びを想像しながら、椎茸
菌を打ち込んだ時の楽しさは次の機会にはほかの人
に譲ってあげなければと思いました。
梅雨のころまでは一ヶ所にかためてしておくと菌が
よくまわるそうなので、その後で皆さんにお分けして
自宅で椎茸を育ててもらう予定です。お楽しみに。
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倉沢の竹炭焼き れぽーと
川崎 明
写真：ドラム缶の特製
炭焼き窯に四つ割り位
にした竹を節をとって
ぎっしり詰め込む。
生の重量の６分の１位
の竹炭がとれる。

国分さんのところに入っておられる植木屋さん、高橋
弘さんから「いい移動型の窯があるよ、竹炭焼きましょ
うか」との話が入りました。過去に周辺の方から煙や匂
いのクレームがあったので、先ずは影響の尐なそうな私
の畑のところでテストすることにしました。なんとス
クーターの荷台に乗せた、かわいいドラム缶窯がやって
きました。小型の窯のおかげで出る煙も尐ないせいか、
どこからもクレームはなくテストは上々でした。気をよ
くした幹事一同､急遽会のイベントとして２月２日椎茸
菌植え込みの作業のとき並行して会の拠点となってい
る第２緑地の下でやろうという事になった次第です。
高橋さんは小生の愛読書でもある「現代農業」で炭焼き
窯について書いておられる方です〈1998年10月号〉。前
は技術屋さんだけあって、伝統的な炭焼窯の理論をよく
理解され、そこに創意工夫を重ね､今の里山保全運動や
総合学習の動きにマッチしたモダンなドラム缶の縦型
の窯を作りました。
さて､炭焼当日です。今度は出来立てホヤホヤの、やや
大きめのドラム缶窯を持ってこられ初めての火入れで
す。四つ割にした孟宗竹や､小さな節をつけたお猪口用
の竹で窯は一杯に満たされ、20cm四方の焚き口でとろと
ろと火を燃やし始めました。煙突口下10cmで80℃を２時
間保つことがよい炭を作り、150℃以下に長く保つこと
が多くのよい竹酢液を作るコツだそうです。2時間後煙
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煙突口下10cmで82℃になりました。窯内は200～300℃
になり、自己の熱による化学分解で反忚が安定してき
たそうです。そこで焚き口を狭めて空気の供給を減ら
し、窯内の熱の反忚で炭化を進めました。
傍では､高橋さんが孟宗竹の一節を利用したお釜で
ご飯を炊き始めています。楽しい里山の遊びです。
約６時間後、白い煙が青くなり更に透明になったと
ころで焚き口を完全に閉じると煙突口の中に見えて
いた炎が消えていきます。煙突口に割り箸一本分の圧
力逃がしの穴を残し煙突も完全にふさぎ、窯を冷まし
ます。
窯開けは雨のため翌々日となりましたが、竹炭、竹酢
液、竹炭お猪口とよいものが出来ました。
竹炭は内部のたくさんの細かい管がいろいろ効果的
な働きをします。身近なところではご飯を炊く時に一
片の竹炭を入れると普通のお米が魚沼産コシヒカリ
になるそうです。冷蔵庫の匂いもよくとります。
竹酢液は、お肉にすり込んで焼くとおいしい燻製の
味になります。畑では農薬の濃度を薄くしても竹酢液
を尐量加えるだけで効果的に働き、堆肥作りにも発酵
を進める働きがあります。いろいろ試してみてくださ
い。事務局で尐量づつ小分けし試し使いが出来るよう
にしました。市価
よりも安くお分け
し、会の費用に当
てていこうと思い
ます。写真：ドラム
缶の炭焼き窯と、煙
から竹酢液を取り出
している様子。排気
口 の 温 度 が 150℃ を
超えるとタール分が
含まれるためそれ以
下の時に採取する。

３・４月の倉沢緑地ボランティア
カレンダーに○をつけておいてね。
参加する方は事務局までご連絡お願いします。
☆３月２３日（土）雑木林の落ち葉掃き

倉沢里山を愛する会
2002 年度も会員になって下さい
倉沢里山を愛する会の４月からの新年度の入会の
ご案内を別紙でしています。お友達も誘ってたくさん
の皆様の入会をお願いします。
倉沢里山に親しみ、楽しみながら、マイペースで緑
地の管理にも協力して頂ければと思います。
会費は１家族 1,000 円／年です。
事務局までお願いします。詳しくは入会
のお誘いをご覧ください。すでに会員の方
も改めて申し込んで下さい。運営資金の
カンパもよろしくお願いします。

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻
作業の後は薪で炊いたご飯でけんちん汁
気候によってはお花見もできそうです
持ち物
軍手、（あれば）熊手
参加費
300円（食材代）
☆４月２０日（土）宮嶽の谷戸を巡る
10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻
倉沢とともに都の里山保全の指定候補地になっ
ている八王子市堀ノ内の谷戸を見学します。椎茸
栽培の見学もできます。新鮮・安全な椎茸のお土
産も買えます。自家用車数台に分乗して多摩テッ
ク裏の現地へ向かいます。
お昼ころ第２緑地に帰りカレーを食べます
参加費
300円 車謝礼・食材代
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アイデア石焼き芋と竹筒ご飯
第４回

國分 知子

２月２日、椎茸菌植
え付けの日の焚き火料
理は石焼き芋と竹筒ご
峰岸 純夫
飯。石焼き芋と言って
小林正与（まさよし）は、宝永元年(1704)に家督を継ぎ、 も、四角い缶の中に那
その３年後に父正利を亡くしている。その後、大番に列 智黒石を敷いて、その
せられたが、正徳３年(1713)に職務怠慢を理由に小普請 上にサツマイモを入れ
組（事実上職務がなく自宅待機状態）に落とされ、百草 てフタをして直火で焼
村に隠退し鬱々の日々を送ることになってしまった。そ くという高橋宏さんの
の翌年に事件が発生したのである。
オリジナルアイデア調
正徳４年８月５日、正与の家臣の藤八が正与の妹を殺 理器。時々焼け具合を
害して自分も自殺したというのである。正与は主人の家 チェックしながら３０分程度加熱します。皆さんにアツ
族を殺害した罪で藤八の家族の処罰を求めたが、家族や アツを食べていただこうと缶を火のそばに置いていた
村人は、二人は別人のために殺害されたという風説（噂） ら柔らかくなりすぎてしまいましたが、甘味を閉じ込め
があるので、藤八の無実を幕府に訴え、暗に正与ないし て、おいしい焼きいもの出来上がり。
その命を受けた者が、二人を殺害したのではないかと示
次に竹筒ご飯の器づくりはバイオリン作りの名人、飯
唆して争った。幕府の裁きの場では互いに譲らず、結局 牟礼さんと太公望の築地さん。高橋先生指導のもと竹筒
幕府は、証拠不十分で藤八家族を無罪とし、村人代表は を横に使って蓋の部分を切り取り接触部分をなめらか
領主を訴えた罪で百草村から追放した。一方、正与も村 にします。お米と同量の水をいれ蓋をぴったりとしてず
人との関係悪化を理由に、百草村の３００石の領地を没 れないようにワイヤーでしばり、火のおきの上で１時
収され、替わりに越前国丹生郡の地に同じ石高が与えら 間。竹の外側が茶色っぽくつやつやしてきたら炊き上が
れた。いわゆる喧嘩両成敗の処置にしたのである。
り。おこげを作る時は更にもうしばらく加熱。竹の蓋を
この事件については謎が多いが、私は、藤八と正与の妹 そーっと開けたらツヤツヤと銀色に輝く米粒は夜空の
は恋仲となり、百姓出身の藤八との身分違い関係に反対 星を詰め込んだように眩しくきらめいていました。竹筒
した正与が、密会の現場に踏み込み逆上の余りに両者を ご飯を一口食べたあなたはもう竹のトリコ。もう誰もこ
殺害したのではないかと推理している。しかし、今と の魔法から逃れられまい。春にはタケノコ掘りをして竹
なってはその真実を究明する手段はない。この記事は、 筒でタケノコごはんを作りましょう。こうして里山の春
幕府が編纂した系図集の『寛政重修諸家譜』の小林氏系 はめぐります。
図の中に記載されているものである。この中に引用され
た裁判の記録が、今後どこかから出てくることを密かに
☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
願っている。
☆倉沢里山を愛する会の４月からの新年度の入会
このようにして、小林氏は４代にわたる百草の地を
のご案内をしています。お友達も誘って入会をお
涙をのんで退去した。小林氏が建立した桝井山松連寺
願いします。すでに会員になっている方も確認の
は、その後に小田原藩主大久保氏の尼によって、慈岳
意味で申込みをお願いします。また活動の企画・
山松連寺として再建され、観音堂は残ってもその中に
運営やアウトドアでの料理を担当して頂ける幹事
安置された小林正利の石像は、前回に書いたように小
を引き受けて下さる方を募集しています。お気軽
林氏の飛地の川崎市小田中の全龍寺に移さざるをえ
にお申し出ください。
なかったのである。小林氏の屋敷があった故に、陣屋
☆このニュー-スレターは当会のホームページでも
山という小字が残され、これは東電学園の一部を含め
(http://www.hinocatv.ne.jp/~alice-fm)ご覧頂け
た麓の倉沢の地域で
ますが、新年度から 500 円／年の実費で郵送もする
ある。小林氏の遺物に
ことにします。ご希望の方はお申し込み下さい。
は、観 音 堂 の 手 洗 石
☆会で作った竹炭や竹酢液を事務局でお分けしま
（「小林正与奉納」と
す。声をかけて下さい。竹酢液は容器を持参して頂
ある）や石坂家山林の
ければ量り売りいたします。
中の庚申供養塔（小林
☆皆様にかわいがって頂いたゴールデンレトリー
正利建立：写真）など
バーのアリスが 2/16 夜永眠しました。７歳になっ
がある。（参考文献）
たばかりでした。生前のご厚情に感謝します。
村上直「全龍寺の石仏
☆次号のニュースレターは 5 月１日発行の予定で
坐像・旗本小林権大夫
す。記事や写真・イラストなどをお寄せ下さい。
正利について」（『川
紙・ＦＤは田村宅のポストに、Ｅ-mail は、alice
崎市文化財調査集録』
-fm@mail.hinocatv.ne.jp へ。
２３）

百草村事件と小林氏の百草退去

