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富士 堯（ふじたかし） 

雑木林は美しい、と思う。 

新緑が燃えだすころの、むせ返るようなあの緑。さま

ざまな緑がそれぞれのやり方で風にそよいでいる。 

常緑樹と見まがうような暗い夏の緑。その茂みの中

で生命は息づいている。秋は、それはもうパチパチと

音をたてて燃えているようだ。冬の静けさ。これは一

体何だろう。落ち葉が1枚かすかに動く。 

―――こんな原風景が私たちの中にある。いつまで

も続いてくれよと思う。しかし自然は動き、人間の杜

会も同じところにとどまってはいない。 

私は目の前の雑木林の中に、過去、現在、未来を見て

いきたい。かつて薪炭や肥料として使われてきた、そ

の役割も今は乏しい。維持する人手も金もない。税金

もかかる。無用の長物と邪魔者扱いにされかねない。 

こういうときにこそ改めて、植物群落(そして当然、

そこに住む動物や菌たちも)の移り変わりの原則を思

い起こしたい。一年草雑草群落→多年草草原→陽樹林

→陰樹林、という大原則である。放置すればこの流れ

は矢印の方向に進むし、刈ったり、切ったり、焼いた

りというように、手を加えればその度合いによつて、

その進行はとどまったり、逆戻りしたりする。雑草は

抜くからまた生えてくるし、ススキは１年に１回刈っ

たり焼いたりするからまた生えてくる。同じように、

雑木林は１０年毎くらいに伐採することと、毎冬の落

ち葉かきで維持されてきた。それを怠ると林内のカシ

のような陰樹が伸び、鬱蒼とした常緑樹林となる。

ちょうど鎮守の森のような。 

今、雑木林の管理をめぐって大切なことは、将来も雑

木林として続けていくのか、それとも常緑樹林にもっ

ていくのかをはっきりさせておく、ということだと思

う。ある地域(たとえば日野市)の中で、どこの林はク

ヌギ―コナラ林、ど

こはカシ林というよ

うに明確にしておく

べきだろう。ただ緑

というだけでなく、

こういう緑の質の違

いにも目を向けて都 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 (２０) 
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

ノハナショウブ（アヤメ科） 

 

 

市計画の中に位置づけてほしい。どちらの道を選ぶか

で、人手と金のかけ方はかなり違ってくる。 

そこで、最後に提案をひとつ。それは卖純な二者択一で

なく、カシなどを雑木林の中に低木の状態で残してお

く、いわぱ半自然林の状態に保つということ、これはい

かがであろうか。このほうがクヌギ―コナラ林よりは

手間がかからないし、変化ある緑地にもなる。 

６月１４日里山植物観察会は６０名の参加者で梅雤空

も吹き飛ぶ大盛況ぶりでした。雑木林を長いサイクルで捉

えた富士先生の講座はとても興味深いものでした。キノコ

の研究を始め音楽など幅の広い分野で活躍されています。

竹の楽器作りなど次の機会に是非教えて頂ければと思い

ます。事務局としては富士先生の提案に賛成です。 
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人・土地・地域との絆人・土地・地域との絆  
辰井 美保 

倉沢里山の会での活動は、人の温かさと自然の偉大さ

に触れられる、私にとって学びの場であり、ここで得た

新しい発見や感動は、日常生活の中で大きな活力と

なっているように思います。 

5月の下草刈りでは、市有化された緑地内に新たに散

策路を整備する準備が始められました。フタリシズカ

が咲いている雑木林の林床は4月の散策会の時と比べ、

茂った木の葉で大分暗くなり、日が照って少し暑く

なった日中は林を吹き抜ける風が心地よい季節です。 

 伸びだしたアズ

マネザサを刈り

ながら、倒木で大

まかな道の軌跡

を描き、徐々に散

策路が姿を見せ

始めます。昨年牛

小屋の解体時に

出た梁が、窪地に

架けられる橋と

なりました。汗を流した分だけ里山が美しくなってゆ

く、やはり里山という場所は、人の手が加わって常に利

用されている状態が本来のあるべき姿であることを、

身をもって体験しました。 

倉沢里山を愛する会での活動は、卖に現在の姿を留め

ておくだけの里山の「保全」ではなく、里山を「存続」

させていく生きたシステムを育んでくれるものだと思

います。最近では、ボランティア活動に小さなお子さん

も一緒に親子で参加されている姿を見る機会が増えま

した。世代を越えて里山を愛しむ心が伝承されていく

ことが、なによりの里山存続の秘訣であると私は考え

ているので、これは大変素敵なことだと思います。ここ

での活動自体が、幅広い年齢層、様々な分野で活躍され

ている方々との新しいコミュニケーションを生み出

し、同時に里山維持管理法の伝承の場ともなっている

のです。 

緑地や畑の一部が市有化され、より多くの人がこの土

地を訪れる可能性が高くなった現在、里山に携わる、ま

た里山を訪れる人の利用法を考えながら整備を行うこ

とがますます求められているように感じます。こうし

た活動への参加が、里山を思う心を育て、結果として里

山存続を可能にしていくのではないでしょうか。 

私たちの自然や里山へ向けら

れる小さな関心のひとつひと

つが、場所や人との繋がりを生

み出し、そしてそのネットワー

クが地域へと広がっていきま

す。人々が楽しんで活動を続け

る姿勢が、人と人、そして人と

土地との絆を強くする、これが

倉沢里山を愛する会の最大の

魅力であると私は思っていま

す。（スケッチも筆者） 

文・塙 治夫、画・塙 明子 

私は定年後、いろいろ新しいこと

に手を出しましたが、その大部分

は婦唱夫随の形で始まったもので

す。菜園もそうで、牛に引かれて

善光寺参りではないが、妻に引か

れてアリスの丘に通い出しまし

た。原則として、私が力仕事を妻

は手先を使う仕事を分担していま

す。私はいわゆる虫も殺せぬ優男

ならぬ痩せ男なので、虫取りは妻

の専業です。妻は目がよくて、す

ぐ虫を見つけ、容赦なく潰していきます。専らネット

と竹酢液で予防していますが、菜っ葉ものはどうして

も虫に食われがちです。妻は採り立ての野菜を知人に

配るのが大好きですが、時々野菜に虫がついていた

り、海老で鯛を釣るようなお礼を頂戴したりするの

で、私は恐縮しています。私達は仲良く作業していま

すが、いさかいが起こることもあります。何しろ妻は

ゴッホの「種を播く人」のように力強く、がばっと播

きたがる性分ですが、私はミレーの「落穂ひろい」の

ようにうつむいて、静かに働くのが好きです。私はよ

く黙々と土を耕していますが、妻は「お前さんは小作

人向きね」と冷やかします。そういう時は、一人で好

きなように野菜作りをしている人が羨ましくなること

があります。とは言っても、私達は２人で１人前の仕

事しかできません。つまり２人３脚でやってきたから

こそ、私達の菜園が成り立ってきたのです。 

ところが昨年４月ちょっとした異変が生じました。

妻が私達の住宅地のシニアクラブと自治防災会の役員

になったのです。妻はそれ以来大忙しで、皺寄せが一

挙に私の方に来ました。その結果、私が菜園の仕事の

７～８割をこなす必要が生じ、些か孤軍奮闘の状態で

す。私は退職後、自発的に家事を手伝い始

めましたが、その仕事量も増えています。 

この分だと私は主夫になりかねず、菜園

ではいよいよ妻の小作人になるのではな

いかと戦々恐々です。それでも私は菜園仕

事に魅力を感じ、アリスの丘に通います。

しかもその楽しみを妻と分かち合えるの

は、有り難いことです。妻が完全に復帰す

る日まで、私は老骨に鞭打って菜園を守る

つもりです。私達は俳句も一緒に勉強して

いるので、菜園を題材にひねった駄句を右

に付記してみます。 

２人３脚の野菜つくり２人３脚の野菜つくり２人３脚の野菜つくり   
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夢の農小屋・手作り記夢の農小屋・手作り記  
川崎 明 

アリスの丘の单側、ブルーベリー園やリンゴ園の連な

る倉沢の丘の上に小さな木造の農小屋を手作りしまし

た。内部は、上に収納棚、その下に昼寝用のベンチ、ベ

ンチの下は重い物の収納用です。窓と扉にもガラスを

入れ明るい室内にしました。使った廃材の色が濃かっ

たので全体をダークブラウン、アクセントに白を使っ

たデザインです。 

 遠目に桜の花を愛

でながらの春の農作

業は一番好きな時で

す。お隣の畑や農家の

人と野菜の出来を話

したりして、すっかり

この倉沢の雰囲気が

好きになりました。現

役を退いたら晴耕雤

読の生活をと、山の方

に用意した土地も急に魅力があせ、ここに根をおろす

気持ちになっていったのも自然ななりゆきでした。 

菜園パークは全部で49区画、住宅の出来ない雑種地と

して分譲販売されました。市は都市計画でこの地域を

農の拠点とし、緑地の保全もうたっています。2，3の例

外を除き、この趣旨を理解した人達が数10坪ずつ購入

して循環型の有機栽培で野菜作り楽しんでいます。 

いくつかの畑の隅には、農機具や肥料を入れる小さな

金属製の物置が建て始められました。私はどう見ても

この里山に金属の物置はふさわしくないと感じ、どう

にかして環境に優しい木造の農小屋との思いが深まり

市に問い合わせましたが、答えは否定的なものばかり

です。但しどうも小型の金属製の物置は、簡卖にばらせ

て撤去できるとの理由で黙認している様子が分かりま

した。 

さらばその趣旨に従って、広さは同じ位で1.5坪とし、

金属製と同じ柱のないパネル工法、床は作らない、ブ

ロック材と土台は、数秒で離すことの出来るスク

リューネジ止めて作ると決めました。基礎のブロック

を並べ土台を置き、壁パネルを立て屋根の合掌を乗せ

ました。そこに予想通り市から、ここに建築物は立てて

はいけませんと云ってきました。市はてっきりプロの

工務店が作っていると思ったそうです。 

金属の物置が黙認でき、同じ大きさの環境に優しい木

造がどうしていけないのですかから始まり、構造的に

も金属製と大差ないと力説。こちらの主張がこの里山

にはふさわしいことは認めてくれました。菜園パーク

の皆さんが、こんな作りの小屋にすると協定を作れば、

市も協力できますとの姿勢ですが、こちらにはまだそ

んな力はありません。しばしこう着状態が続きました

が、結局小屋に「この施設は農業用機材､肥料等を収納

管理するものです」と目的を明らかにしたサインボー

ドを掲げ、ずいぶん時間がかかりましたが、農家の庭先

にある納屋みたいな解釈で認めてくれました。 

住宅ではない雑種地の税金は1/5の軽減がないのでと 

八王子大塚  晴耕雤読 

agriculture と forestry。私が中学一年生で最初に

和訳できた英卖語です。もちろんそれには深い訳が

あって、５０年経った今でも、そのときの解釈のまま頭

の片隅に残っています。その頃、空襲で焼け野原になっ

た八王子の家の庭に鶏小屋を建て、あいた所で初めて

小さな農業を始めました。現在のような肥料や農薬な

ど何もありません。でもトウモロコシ、ジャガイモ、

キュウリがよく採れて、近所の皆さんにも喜んでいた

だき、平素の匂い公害をお許し願った次第です。 

終戦後まもなくでしたので、学校でも水田(稲作）、農

耕(サツマイモ、馬鈴薯)に時間を割いていました。 

高校(青梅の農林学校)一年生になったとき、子安六万

坊に農家のご好意で一畝の畑を拝借、今までの経験を

生かして、今度は自分の手でお米を作ろうと思い立ち

ました。学校では水田の経験しかありませんが、いきな

り陸稲でどうなることか。野次馬は芽が出る前に鶏の

餌食だとか言っていましたが、適当なお湿りにも恵ま

れていっせいに発芽しました。収穫までには病気の発

生、台風で横倒れ等、いろいろありましたが、まずまず

の成績でした。 

余談になりますが、不思議に感じた経験をひとつ。関

西のぬか漬けの主役、日野菜を栽培したときのこと。種

は滋賀県の農家推薦のもの、

順調に成育して収穫期が近づ

いてきた頃、いつも漬物で見

ていた根の部分の赤い色がほ

とんどなく、葉の付け目辺り

が少しばかり、とても日野菜

なんて紹介できるものではあ

りません。原因は、収穫時期の

温度、日照時間、土壌の成分などが考えられますが正確

にはわかりませんでした。 

今は、中学生の頃に遡る長い経験を生かしながら、ア

リスの丘でagricultureを楽しんでいます。（いつも薪で

炊いたおいしいご飯、ありがとうございます。事務局） 

ても高いのです。今年は３年に一度の土地評価価格に

クレームをつけられる年です。市が都市計画に沿って

この地域で保全政策をとるのなら、網をかけ条例を作

り、それに見合う課税をすべきだと申し出をしました。

この審査が終わるのは年末だそうです。杉野の陶芸教

室の東側では道を作り宅地開発の工事を始めていま

す。道が菜園パークにつなが

り課税額が上がればもう持

ちこたえられないかもしれ

ません。状況が一朝一夕で動

くとは思いませんが、里山を

守る基本的な問題です。この

続きは又の機会に。 

私 の 農 業 履 歴 書 

完成した小屋と筆者 

アリスの丘から小屋を望む 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆愛する会のボランティア活動のための施設として
待望のトイレがアリスの丘下に設置されます。（７月
中旬頃から使えると思います）今までぬかるんでい
た駐車場も砕石を入れて整備します。皆さんが気持
ちよく使えるよう、マナーを守りましょう。水は従来
と同様田村さん宅のおいしい井戸水を、もったいな
いけれど使わせてもらいます。大切に使いましょう。 

☆今年度は会の活動に対して「セブン-イレブンみど
りの基金」から助成していた
だけることになりました。備
品・機材の充実や緑地内の散
策路整備の資材購入等に充てられます。 

☆上の助成金を使って新たに会オリジナルのバンダ
ナをつくりました。幸せの黄色いバンダナです。会員
には無料で配布します。公式なボランティア活動の
時だけでなく、畑の管理や林の仲に立ち入るときは
できるだけこのバンダナを着用して、外部の人から
もわかるようにしてください。バンダナは各会員が
自分で管理し、イベントの際は必ず着用するように
お願いします。会員外で希望する方には実費 500 円
でお分けします。 

☆最近、緑地が踏み荒らされたり、林内で動植物を採取
されていたりすることがあります。会員の方が気がつ
いたら、一声かけてボランティア活動により大切に守
られている緑地であることを伝えて下さい。 

☆５月２４日の草刈りは約６０名が参加。作業後の酪
農トン汁は北海道出身の佐瀬さんが提案、本人自ら
料理してくれました。野菜と肉たっぷりのバター風
味豊かなトン汁で大好評でした。このようなアウト
ドア料理をやってみたい方いませんか。 

☆会に無農薬の食材を提供して下さる方いつもあり
がとうございます。お陰でサラダなどで食卓があふ
れるようになりました。共同畑の産物も活用します。 

☆ファームの各区画のふちや通路部分の草が伸びて
いるところがあります。種が飛ぶ前に少しずつでも
草刈りをお願いします。道具類は事務局でもお貸し
しますのでお申し出ください。 

７・９月のイベント情報 
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。 

☆７月２０日（日・海の日）  

雑木林の下草刈り(２)＋きのこ本伏せ 

作業の後はアウトドアで「薬味たっぷり・冷やし

うどん」をどうぞ。共同畑の塩茹でジャガイモも。

10時、第２緑地集合 雤天の時は翌日の同時刻 

持ち物 会のバンダナ、軍手、飲み物、 

参加費 会員は無料、会員外は300円 

※会のバンダナは当日も配布します。 

※下草刈りのあとで２月に植菌したきのこ（なめこ・

ひらたけ・しいたけ）のほだ木をお分けする予定で

す。皆さんも自宅で栽培に挑戦してみては？ 

☆８月の作業は夏休みです。 

 次回は９月１４日（日） 新しい区域の下草刈り 

里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  
番外編－なぜ、倉沢里山だったのか？ 

横浜国大大学院 田中 涼子 

今回は、今までこ

の欄を読んでくだ

さっていた方から

“なぜ、倉沢里山

で研究をすること

にしたのか？”と

いうご質問を受け

たと事務局から聞

きましたので、番

外編を書かせていただきます。 

この欄の初回にも書きましたが、私にとっての里山と

は、畑や田んぼがあり、刈り取り草地があり、雑木林が

あり、鎮守の森があり、民家がある、というような農村

景観そのものを指します。日本人の生活と文化によって

生まれたそのような空間が、今後少しでも多く日本列島

に残っていってほしいという思いから、里山という場所

を植物の視点から見ることによってその魅力を伝える

ことはできないかと考え、私の研究は始まりました。 

調査には、それなりの労力がかかります。あまり大きな

面積では調査しきれないので、１k㎡という範囲内で調

査をすることにしました。横浜に住んでいる私は、そこ

から通える範囲で調査地を探そうと考えたのですが、東

京・神奈川周辺では、ほとんど大きな面積で鎮守の森は

残っていません。そこで、環境庁（現環境省）の資料か

ら、それなりに残っている照葉樹林（鎮守の森）を選び、

植生図（畑、コナラ林、スダジイ林など、植生タイプで

色分けされた地図）で場所を確認し、その周辺に畑と雑

木林がある地点１０箇所を選びました。その１０箇所す

べてに行ってみると、畑がなくなっていたり、雑木林が

管理されていなかったり、公園のようになっていたり

と、条件に合わない場所がほとんどでした。そんな中で、

百草八幡を訪れると、周辺の倉沢里山や東電学園に管理

された雑木林が残っているではありませんか。倉沢里山

の後ろには、畑が広がっていて、とても東京とは思えな

い景観なのでした。東京にこのような場所が残っている

のにはとても驚きました。帰ってから地形図（等高線の

入った土地利用の多少わ

かる地図）で１k㎡の範囲

を確認したところ、鎮守

の森も、雑木林も、畑もそ

の中に納まり、私の探し

ていた里山の風景と完全

に一致したので、即座に

調査地として決定したの

でした。 

このような貴重な環境を、これからも愛する会の皆さ

んと一緒に大切に守っていけたらと思っています。 

今まで私が書いてきた‘里山ってどんなとこ？’の内

容で、ほかにも質問があれば、事務局に伝えて下されば、

また番外編としてお答えしていこうと思います。 


