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昨年は倉沢里山にとって大変大きな意味を持つ年に

なりました。倉沢里山の大きな部分が市民の緑地とし

て恒久的に保全されることになり、倉沢里山を愛する

会の存在意義も従来以上に大きなものになってきて

います。また倉沢に隣接する百草山や多摩市側の緑地

保全の機運も改めて高まりを見せてきています。お互

いに連携しながら保全活動を進めると同時に、豊かな

緑の恩恵を楽しみながら市民相互のコミュニケー

ションを深めることができればと考えています。 

現在愛する会の会員数は115家族、登録された家族数

は合計150人を超えていますが、今年の課題はこの人

的な基盤をよりしっかりしたものにし、また活動の財

政的裏づけも確かなものにして活動をより活発なも

のにしていくことが求められています。昨年は日本財

団からの助成金を受けることができましたが、今後は

単発的な助成金を当てにするのではなく私達の会自

身が自立していくことを要求されています。言うまで

もなく皆様のご支援とご協力なくしては何もできま

せん。これまで以上によろしくお願い申し上げます。 

私達の活動の母体とも言うべきアリスの丘ファーム

は、今年から私達愛する会によって運営していくこと

になりました。表面的には従来と同じような仕組みで

運営されますが、このファームが倉沢里山全体を構成

する重要な一要素であるとの位置付けから、雑木林と

ファームとの自然的循環の中で、あくまでも里山保全

のボランティア活動の一環として運営されます。市が

運営する他の市民農園とはこの点で位置付けが根本

的に違います。まずこの点のご理解をお願いします。 

この考え方にたって、里山保全ボランティア活動に

参加される愛する会の会員の中の希望する方に

ファームの各区画の管理をお願いする形になりまし

た。近日中に改めて４月からの新年度の一般会員と

ファーム会員の募集についてご案内を差し上げる予

定です。年会費およびファーム会員に納めていただく

ファーム会費は会の活動資金に充当します。 
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また、これを機に幹事会を中心として会のより組織的

な運営に向けて体制を整えていきたいと思います。皆

様にも是非積極的に会の運営に参画して頂きたいと思

います。 

なお、風の丘については障害者福祉のためのフィール

ドとして他のＮＰＯ法人が運営することになります。

協力し合えるところは協力しながら、私達の範囲は責

任を持って運営していきたいと思います。 

新しい年が皆様とご家族にとって幸せな一年であり

ますよう心よりお祈り致します。（事務局 田村裕介） 

倉沢里山を愛する会と  

アリスの丘ファームの運営方針      

 あけましておめでとうございます  
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身近な自然と向き合う 
辰井 美保 

なんて豊かな自然に囲まれたとこ

ろで生活してきたんだろう。まさか

家のすぐそばに滝があったなん

て…。水分を多く含んだ土を踏みし

めて感動のため息をもらしながら

小沢緑地の滝を眺めました。高校生

以来毎日のように通っている小沢

緑地の道のすぐ脇に、未知の環境が

広がっていようとは夢にも思って

いなかったのです。百草山散策会に

参加したのは、最近やっと日野の自然の素晴らしさに

気付き始めた矢先でした。これまで自分の住む周りの

環境に目を向けることを真剣に行うことなく、もう二

十年以上も日野市で生活してきたことを恥ずかしく思

うほど、三沢・百草地区には魅力的な場所が数多く存在

していたのです。 

日々刻々と山がその色や姿を変えてゆく秋。紅葉に彩

られた山を分け入りながら歩いた百草山散策会に参加

させていただけたことは、私にとって大変大きな収穫

です。足元を見ながら歩く際に実感する土の軟らかさ、

草の色、視界が開けた時に目の前に広がる美しい景色、

棚田の歴史や六地蔵の興味深いお話など、コースは地

図上で見ると身近な場所ばかりでしたが、実際歩いて

自分の目で見ると知らないことが山ほどあり、見るも

の、伺うこと全てが新鮮でした。感動覚めやらぬまま、

解散後も近所の公園や草むらに小さな秋を見つける楽

しい寄り道は続き、家に帰り着いてから脱いだ洋服に

たくさんの草の種がついていたのを発見して幸せな気

分になりました。近所の自然が、より身近な存在になっ

たような気がして嬉しかったのです。 

後日行なわれた竹炭焼き

は、尐し風が吹くだけで

葉が舞い落ちる静かで美

しい第２緑地を活気で賑

わせていました。竹を

切って割り、縛って窯に

詰める。火入れの後の温

度チェックは五分刻み

で、煙の量や色で中の状態を判断する。炭ができるまで

の過程はまるで生き物と接しているようです。出来上

がって翌日窯から出した時の鈍く光る炭の色はまさに

芸術品でした。竹炭焼きを体験させていただきここで

築かれている里山と人とのいい関係を教わったような

気がします。アリスの丘を訪ねて、散策会に誘っていた

だかなかったら、私は滝の存在を知ることも、里山の会

に入会して竹炭焼きを体験することもないまま、日野

市を離れてしまっていたかもしれません。里山の会の

皆さんとの素敵な出会いに感謝しながら、倉沢里山、日

野の自然の魅力を発見し、もっと自分の周りの環境を

身近に感じて大切に思えるよう、今後も活動に参加さ

せていただきたいと思います。 

百草山全体としての百草山全体としての  

公園化を夢に描いて公園化を夢に描いて  
五十子満大 

毎朝、禄左衛門と志郎丸をつれて浅川の右岸や左岸を

散歩しているのですが、日の出の時など晴れわたった

青空に白い富士が茜に浮かび上がっていく姿は何とも

言えない清々しさを感じ、楽しんでいます。しかし、眼

を手前に転ずると、高幡の金剛寺のある高幡山(？)そ

して東に程久保、三沢、百草といくつかの沢筋を一連の

尾根で結ばれた丘陵地が続きます。その丘陵地には川

崎街道から家々が山の斜面を這い上がるように建って

います。一部には、斜面をコンクリートで固めて家を貼

り付けるような建て方をしているところも見られま

す。まるでトーチカのようです。 

戦国の昔には高幡や

百草園、そして大宮神

社のある山から真照

寺の裏山にかけてそ

れぞれ「館」があった

のでは、と佐瀬さんか

ら伺いましたが、浅川

の土手から見ると、私

のような素人でも、さ

もありなんと思います。

多摩川、浅川によって作られた平地、そこにフィンガー

状につきだした丘の上からは平原の様子が手に取るよ

うに見えたことでしょうから探索には絶好だったと思

います。それよりもっと以前の平安末期には真慈悲寺

という大相な寺があったようで、この一帯は聖霊地と

なっていたのでしょう。鬱蒼とした森の中に大きな伽

藍が点在していたのでしょう。しかし、その全貌は明ら

かになっておりません。この丘陵地は当に歴史的な財

産が隠されている場所といえるでしょう。 

コンクリートで固められたり家が建ってしまっては

それを確かめる術は失われてしまうでしょう。今のう

ちに公有地化して、発掘など調査し、また倉沢に続く里

山群とあわせて歴史公園・里山公園として、将来に残す

必要があると思います。兎も角、現状を残すため私たち

に何ができるかを考え、行動することが求められてい

ます。 

先日、市議会を傍聴しました。ある議員は日野市の「ま

ちづくり指導要綱」を批判し、「公」「民」の優先順位

を明確にすることを求め、建築確認が下りたのに周り

の反対で建物が造れないのはおかしい、被害意識が先

で明日の加害者である、排除の論理ではないか、また

「緑地信託制度」は市に買い取り責任があるが、現実に

はその保証がないので疑問だ、とし今後議論されるで

あろう「まちづくり条例」に反映させるように求めてい

ました。このような意見が今後ど

のように展開されるかわかりま

せんが、「緑と清流のまちづくり」

「市民によるまちづくり」に沿っ

た方向が望まれます。 

 秋の百草山風景 
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農業は昔も今も（２） 
小幡 一永 

日本のエネルギー換算の食糧自給率は４０パーセン

トほどでしたね。農業機器、大型農機の発達と導入で、

その気になれば一戸あたりが耕作できる面積は確かに

ふえました。しかし就業人口減と高齢化で総耕作面積

は減り続けます。昔と同じで儲からないので、その機械

の購入と償却を他の所得で補填しているのです。農業

収入だけでまかなえる大規模農家はほんの僅かでしょ

う。 

1億2千万人の食の大半をまかせられる状態はますま

す遠くなり、土地が平らで広く農業を事業としてしっ

かり組み立てられる農業先進国か、または農業以外に

仕事がなくて働く人が大勢いる国に分業で作ってもら

うしかありません。 

カリフォルニアやオーストラリアの米も結構美味い

し、一流老舗の羊羹や和菓子のあんこの中国産のあず

き、信州で食べるとニュージーランド､カナダ、中国産

の蕎麦も美味いです。大豆はアメリカ産。豆腐も味噌汁

も大好き。 

つい先ごろ見た光景ですが、代かき（水を張って耕し

た田植え前の）直後の棚田や、田植え間もない水田の水

面に初夏の陽光がきらきらと反射、映えるさまは自然

の妙と人間の所業の織り成す見事な調和で飽きること

は あ り ま せ

ん。永遠に残

したいものだ

と思います。

しかし皮肉な

ことにこんな

棚田が米を作

るのには最も

非効率で労多

く、最もビジ

ネスから遠い

のです。 

会の趣旨に近いところに話を戻します。私は最近はや

りの有機栽培、無農薬、無化学肥料への過度のこだわり

には反対です。趣味の家庭菜園と農業は別の次元です。 

何年か前に農薬論議がもっと盛んな頃に聞いた話で

すが、日本の今の生産量を維持するために、仮に農薬

（化学肥料を含むかどうか定かではない）を一切使わ

なかったとすると、国民の７０パーセントが就農しな

ければ間に合わないそうです。学校もスーパーも自動

車会社も全部やめて山や畑に出て働いて、やっと食う

ためにだけ生きるのです。話半分だとしてもまるっき

りでたらめな数字ではないと私は感じます。 

最も極端な自然の生き方は、何も飼わず何も耕さず、

狩猟と採集で生きることですが、地球が養える人口は

2000万人だそうです。世界の隅々まで広がって時に領

域争いの戦争をして、精一杯許されても5～6000万人で

しょう。にもかかわらず61億人がなんとかして生きな

ければならない。それが現実です。 （次号に続く） 

雑木林は地球の空気清浄器雑木林は地球の空気清浄器  
田村はる子 

真冬の雑木林を歩くと

足元で落ち葉がカサカサ

と音をたてます。夏の名

残りのヤマユリの花ガラ

がツンと立っていたり、

また、ふと木立を見上げ

ると落葉後の枝に小鳥の

巣を見つけたりで、賑や

かだった夏の日を思い起

こさせてくれる、そんな楽しい冬の雑木林です。落ち葉

の布団に包まれた雑木林の陽だまりは心まで暖かくな

ります。 

里山の冬の作業に萌芽更新があります。一定のサイク

ルで成長を終えた木を切って燃料などとして利用し、

切り株から新しく芽吹いてくる新芽を育てます。萌芽

更新はある程度広い範囲に伐採し新芽を出させるのが

ポイントです。尐しずつ切っていたのではどうしても

日陰になる部分が出来てしまい、新芽が出ずに枯れて

しまうのです。伐採後の林は見違えるように明るくな

り、長年日陰に埋もれていた植物が喜び花開かせます。

昨年伐採した倉沢第２緑地では切り株の周辺にヤマト

リカブト、ツリガネニンジン、ヤマユリなどが見事な花

をつけたのにはびっくりさせられました。 

近代になってエネルギー源が電気、ガスに替わり薪は

使用されなくなり山の手入れが行き届かなくなったの

も仕方のないことでしょう。しかし、樹木をエネルギー

源としてではなく違う角度から考えてみましょう。 

地球温暖化最大の原因はＣＯ２であるといわれ政府は

６％の削減をいっています。地球の平均気温は今世紀

末には３℃上昇すると見込まれているそうでＣＯ２を

減らす努力をしなければなりません。そこで空気中の

ＣＯ２を吸収してくれる樹木ですが、若木が成長する時

ほどＣＯ２をどんどん体の中に閉じ込め、逆に酸素を大

量に放出してくれるのです。それが老木になるとＣＯ２

をほとんど吸収できなくなり酸素の生産もしなくなり

ます。ですから新しい芽を育てることが空気を浄化し

地球温暖化を防ぐためにも大変重要なのです。 

新潟では緑の百年物

語というのを始めた

そうです。百年がか

りで木を植え、緑の

遺産を残そうという

県民運動。１年間に

人間１人が吐き出すＣＯ２を吸収するには杉が１６本

必要だという試算をもとに１人１６本の木を植える運

動で、すでに３万２千本を植えたそうです。今最も大切

なことは効率や市場主義だけでなく人間がどのように

生きるべきかを考えながら若木を育てることではない

でしょうか。幸い百草・倉沢周辺には緑が多く残されて

おり、これを皆の力で維持できるということは私達に

とっても地球にとっても幸福なことだと思うのです。 

 三沢地区に残る棚田風景 



ENJOY!!ENJOY!!ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファーム   NEWSLETTER (NEWSLETTER (NEWSLETTER (倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）                                                                        №№№   18. 2003/1/1 (18. 2003/1/1 (18. 2003/1/1 (444)))   

里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  
第４回 ・・・植物たちからみた里山－季節 

横浜国大大学院 田中 涼子 

コナラやクヌギ、エ

ゴノキなどの木々も

すっかり葉を落とし、

倉沢里山もすっかり

冬景色となりました。

夏の葉の青々とした

雑木林もいいですが、

天気の良い温かい日

に、カサカサと乾いた

落ち葉を踏みながら、

すっかり見通しの良

くなった雑木林を散歩するのも楽しいものです。季節に

よっていろいろな変化を見せてくれるのも、雑木林の魅

力のひとつです。 

前回は、光に対する耐性が、植物がどんな場所に生育

することができるかということの制限要因となってい

るという話をしました。今回は、季節に注目してみよう

と思います。植物の中には、春に花を咲かせ、初夏に実

をつけるもの、春に花をつけても秋まで実をつけないも

の、夏のうちに花を咲かせて実もつけてしまうものな

ど、開花、結実する時期、期間は種によって様々です。

一般的に、樹木は、開花、結実の時期や期間が一年の中

で決まっています。サクラ類は春に花をつけ、初夏に結

実します。コナラやスダジイなどドングリをつける樹木

は、初夏に花を咲かせ、（翌年の）秋に実をつけます。

草本も、林の中に生育しているものは、ある程度決まっ

た時期に見られます。一方畑や刈り取り草地など草原で

は、多尐量に変化はありますが、10月から 5月まではホ

トケノザやナズナなどの雑草が目立って生育し、6月か

ら 9 月の 4ヶ月間は、特にメヒシバやエノコログサなど

のイネ科雑草の生育が目立ち、見た目が一変します。こ

れらの畑の草本植物は、尐し温かい日が続くと、開花、

結実し、次の世代へと一年のうちで何度も世代交代をし

ていきます。ですから、わりと一年中、花や実をつけた

個体を見ることができるのです。これは、これらの草本

植物の生き残るための戦略であるともいえます。反対

に、樹木などは、最も生産性の良い、適した時期にのみ

花や実をつけ、確実に次世代を残せるような戦略を取っ

ているのかもしれません。その他にも、花粉を運んでく

れる昆虫や、種を運んでくれる鳥たちの活動時期に合わ

せて開花、結実する植物もいます。このように、いつど

れくらいの期間花を

咲かせるか、実をつ

けるか、ということ

も植物たちの重要な

戦略であり、特に草

原と森林とでは、花

の期間に大きな差が

見られるのです。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆４月からの平成15年度の倉沢里山を愛する会の会員

募集と同時にアリスの丘のファーム会員の募集のご

案内を近日中に差し上げる予定です。たくさんの皆

様の参加をお願いします。 

☆ジャンパーの忘れ物がありました。事務局でお預か

りしています。 

 

☆このニュースレターは日本財団

の協力で作っています。 

１・２月 会のイベント案内 
☆１月１８日（土） 雑木林の萌芽更新 

雑木林の萌芽更新 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物  軍手、あれば生木用のこ、剪定はさみ 

参加費  300円（食材代・三平汁） 

☆１月２５日（土）キノコの植菌・ほだ木作り 

萌芽更新で切った木を使ってキノコの植菌作業 

（なめこ・ヒラタケに挑戦） 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物  軍手 

参加費  100円（甘酒を用意します） 

できたほだ木は後日おわけする予定です。 

☆２月１５日（土）竹炭焼きとアリスの丘梅の剪定 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物  軍手 

参加費  300円（食材代・とん汁） 

 倉沢里山の空に浮かんだ「羊雲」。  写真：辰井美保 

 エゴノキの実 


