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・農・の・風・景・ 
－アリスの丘・風の丘を歩いて－ 

長岡 総子 

小さな区画がいくつも続く。一つ一つの畑の作物は

様々だが、それらは、一針一針、心を込めて繋げられた

パッチワークのように、温かさを醸し出している。不思

議な感じがした。最高地点まで登って行く。夏の緑に被

われた斜面林が、丘の畑を囲み、この地を他から隔て、

守っているかのよう・・・。どこかの大学の塔が現実を

蘇らせた。 

“日野市にもこんなところがあったのだ・・” 

田村さんご夫妻に案内され、はじめて“アリスの丘”

を歩いた時の印象だった。 

日野市と多摩市の境に住み始めて一年。宅地や大学の

敶地の続く多摩丘陵には、自然公園などが残り、以前住

んでいた地から比べれば、はるかに豊かな緑が広がる。

この緑を守るために、何か出来ればと、“日野の自然を

守る会”に入った。４月から、日野市周辺の緑を調べる

方法についての勉強会を手伝うこととなり、倉沢の森

にお邪魔した時のことだった。長沼公園などの保全緑

地とは異なり、この“アリスの丘”では、農の営みの中

で、里山が守られていることを知った。特有の温かい風

景はそのせいだろう。 

七月の“海の日”、第一緑地のコナラ林と、由木農場

の竹林で調査を行わせて頂いた。七月になっても太陽

を殆ど見る事のない長梅雨の天気は今にも降り出しそ

う。緑地のあちこちにヤマユリが見事な花を咲かせて

いた。コナラ林の調査では５０以上の種が確認される。

ヤマユリをはじめ、チダケサシ、アカショウマ、ヒヨド

リバナ、ジュウニヒトエ、フタリシズカなど、前回の調

査（神明町）では見られなかった多くの草原性の種は、

よく管理され

たコナラ林な

らではのもの

と皆、感動。 

 午後、由木農

場の竹林で調

査を始めて間

もなく、雨は

本格的になっ

てきた。 

竹林の中は真っ暗になり、種の見分けもつかなくなる。

あきらめて、急止し、帰り道を急ぐ途中、畑中の道も、

第一緑地にもどる道も、まるで堰を切った小川のよう

に豹変。足をすくわれながら、田村家の庭までの短い道

のりを戻った。 

この激しい自然と社会情勢の中で、畑を肥やし、収穫

を得、周辺の緑を守っていくことは並大抵のことでは

ない。田村さんご夫妻はじめ会員の方々、由木農場な

ど、この地を愛する方々の心と明るいパワーが、この

“農の風景”に込められているのだと改めて感動した。

後日、味わった由木農場の卵は、口の中でとろけるよう

に美味しかった。 
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混混混   交交交   林林林   
鳥山 喜章 

今、私は倉沢での活動のほかに、

杉で枯れた山に植林して広葉樹

林の山に変え、保水力を持つ豊

かな山にして、水作りの山（水道

局の水源地確保）を作るという

とてつもない構想に共感をもっ

て、山岳会の支部が運営する高

尾の森の植林ボランティア活動

にも参加しています。６時間労

働でかなりハードな、いくら下

刈りをしても雑草が生えてく

る、はたから見ると馬鹿げた作

業かもしれませんが、高尾の日影沢の森の沢沿いに山

に入る時のわくわくした感じは、例えようのない気持

ちです。 

このお盆休みに雨の中富士山に登り、帰り際に“小富

士”を見に樹海に入りました。苔に覆われたカラマツや

シラビソなどの原生樹林はとても神秘的でした。      

ご存知のように、日本では６０年前に戦後復興の家作

りのために建設材が必要となり、曲がった広葉樹林を

伐採しヒノキやスギの針葉樹を盛んに植樹されまし

た。その後、海外から安い材木が入り、日本の林業は衰

退し人工林は放置され荒れ放題となりました。しかし

今、心の故郷としての森林が見直されています。 

日本の国土の７割は森林であり、日本には古くから森

林や大木に“神”が宿るという信仰がありました。宮崎

駿監督の「となりのトトロ」に出てくる鎮守の森は、ク

スノキの大木群。「もののけ姫」のアシタカが住んでい

たエミンの林は白神山地のブナ原生林をイメージした

ものだそうです。今も昔も、日本人の心の中には森林へ

の憧れがあるのでしょう。 

ヒノキやスギの針葉樹林の山は、木々が整然とならび

森林の美しさに心を打たれますが、薄暗く赤茶けてい

て山全体が寂れています。その反面、ブナやクヌギの広

葉樹林は落ち葉が土壌を作り、保水力を持つ緑のダム

となります。広葉樹林の山は早春の芽が出る頃、芽のう

ぶ毛で山が灰色に、夏は緑の葉で青く、秋は「高山帯の

女王」ナナカマドの赤に、と色鮮やかです。 

今や森林の手入れは、ボランティアにその多くを依存

せざるを得ないと聞きます。多くの森林ボランティア

は、果敢につるや雑草駆除に立ち向かって汗を流して

います。しかし、残念ながら素人集団には技術力・資金

力・組織力に限界があります。 

一方、人の手が入っていない原生林は、自らの力で美

しい森林を保っています。日本の伝統的な林業もかつ

ては無間伐であったそうです。人工林でも、“地表かき

起こし”や“下草除去”は必要ですが、無間伐でも優勢

木が残り天然更新が進み、最終的には広葉樹林との「混

交林」になるそうです。いずれにしても本来の美しい森

林を取り戻し、守るためのお手伝いができればと願っ

ています。（写真：中央が鳥山さん） 

湯郷 尚子 

アリスの丘という素敵な名前の畑ってどんなところ

かしらと、わくわくしながら川崎御夫妻に案内して頂

いたのが３月でした。畑はお休み状態でしたが、太陽が

いっぱい降り注ぎ、丘を抜ける風が気持ち良い新緑の

頃をすぐに想像できました。里山を守るお手伝いも出

来ること、事務局の田村御夫妻の暖かいお人柄にも魅

かれ、一目ぼれでした。主人も定年となるこの機会に参

加させていただくこととしました。 

皆様のご尽力により畑の土

留めの柵やお隣との境にに

らが植えられ、野菜作りも近

くの方のご協力で至れり尽

くせりのスタートでした。チ

ンゲン菜、ター菜、しゅんぎ

くなどの種を蒔きました。ど

んどん育つのが嬉しく、色々

の苗を植えました。苗の近くににらを植えると虫がつ

きにくいとか、畝が高すぎると苗の呼吸が出来ないと

か、トマトのわき目の取り方など皆さんにいろいろ教

えていただいたお陰で、長雨や台風にもめげず、一年生

としては上々の収穫となり感激しています。採りたて

の野菜を洗っていると幸せな気持ちになります。不揃

いでも、有機栽培のせいかやわらかく、甘く、香り高く、

大変おいしく頂いています。 

アリスの丘に来るたびに感動することがたくさんあ

ります。畑がにぎやかになって、やさしい野菜の花、色

とりどりのハーブの花、りんごの花、ブルーベリーの花

などもきれいでした。特に楽しかったのはボランティ

アの日でした。里山に色々な植物が生きていることや、

植物の生き方のお話を聞いたり、私にとって新しい世

界でした。下草刈りで汗をながしたのも初体験でした。

その後のまきで炊いたご飯、いろいろの山菜のてんぷ

らなど毎回変わる美味しいメニューに感動していま

す。里山を愛する、心優しい方々のお仲間にお誘いいた

だいて本当に良かったと思っています。 

野菜の美味しい食べ方について次の調理法が目にと

まりました。美味しく簡単ですのでお試しください。 
＊チンゲン菜の温サラダ 
材料：チンゲン菜 ３株、オリーブオイル 大１ 

   塩 大１、粗挽き胡椒 少々 

チンゲン菜は葉先と軸を切り分け、軸部分は縦６等分
にする。・鍋にたっぷりのお湯を沸かす。お湯にオリー
ブオイルと塩を入れ、軸を先に入れ、次に葉先を入れて
ひと混ぜし、ざるに上げる。・水気を切って器に盛り黒
胡椒をかける。油を入れると沸点が上がるので短時間で
シャキッと仕上がり、冷めても美味しい。中国風や和風
にも向きます。 

＊なすの梅煮 
材料：なす８個、梅干２個、だし汁 

なすは丸ごと皮をむく。・だし汁と梅干を入れ、なす
を丸ごとことことと煮含める。・好みによりしょう油を
少々加える。冷やして食べると美味しい。また、皮は油
炒めで食べると食感がまた美味しい。 

野菜作り一年生野菜作り一年生  
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会のイベントにはじめて会のイベントにはじめて  

参加しました参加しました  
ヒマラヤ保全協会インターン 長田 麻衣子 

7月20日（日）この日は雑木林の下草刈りと2月に植菌

したきのこのほだ木の本伏せをする日で、私はほだ木

の本伏せの作業に加わりました。地面をスコップで掘

り返して耕し、そこにほだ木を水平に寝かせて半分ほ

ど土をかけるという作業でした。地面は笹の根が張っ

ていて、掘り返すのにはなかなか力が要りました。木と

草と土と百合の花の香りがする中､汗だくになって土

を耕すのは本当に気持ちが良かったです。耕した場所

いっぱいに並べられたほだ木を眺めてみると、なんだ

かきのこの畑といった感じに見えました。作業が終わ

ると丁度お昼の時間となり、うどんやそうめん、畑で取

れたジャガイモも茹でられ、参加者の皆さんが持ち

寄ったお料理でテーブルはいっぱいになりました。食

べる前に参加者の方の挨拶があり、私も突然ご挨拶す

る事になり緊張してしまいました。お昼にうどんを茹

でたのは初めての試みだったそうですが、夏らしいメ

ニューで暑い中食べるには丁度良く､新鮮な薬味が

たっぷり入ってとても美味しかったです。青空の下、大

勢でわいわいと食べるお昼はとても楽しかったです。

参加者の方がみなさんとても楽しんでイベントをされ

ている様子が印象的でした。

帰りにバス停でバスを待っ

ていると、通りかかった参加

者の方が畑で採れたトマト

を下さいました。そのトマト

は普段食べているトマトの

何倍もおいしいものでした。 
ヒマラヤ保全協会は、ネパー

ルの山村で人々の暮らしと自然環境、文化を護り育てるた

めに活動しています。 

ホームページは  http://www.ngo.gr.jp/ihc  

アリスの丘を耕している方へアリスの丘を耕している方へ  

里山保全のボランティア活動に出席して下さってい

る皆様、ありがとうございます。大変感謝しています。 

アリスの丘ファームの申し込み時に規約を了承して

参加されたと思いますが、本会の趣旨は言うまでもな

く緑地保全のためのボランティア活動です。雑木林の

下草刈、落ち葉掃きなどの定例のボランティア活動に

参加をお願いしています。ファームの管理は雑木林と

の循環の中での活動の一端です。周囲のきれいな雑木

林があってはじめて、すばらしい環境の中で気持ちよ

くアリスの丘での時間が過ごせるのですから。また畑

の回りをきれいにすることは耕している者としてこ

れは当然といえるでしょう。 

林の維持、管理を地道に続けるには、大変な気力や

労力がいることですが、本会が地道に緑地管理活動

を実践しているからこそ、日野市の緑と清流課もア

リスの丘を本会にまかせられるのだと思います。し

かし、その後それぞれの事情でこの趣旨に沿えなく

なってしまった方については、残念ですが一年毎に

ファーム管理担当の見直しをさせて頂くことになり

ます。そして緑地管理を積極的にやって下さる方に

ファームの管理もお願いしたいと思います。条件が

合うようになったら、また改めて申し込んでいただ

ければと思います。皆様のご理解をお願いいたしま

す。（幹事会） 

７月の草刈りの時ジャガイモを茹でて皆で食べまし

た。共同ファームで収穫出来た最初の野菜。その味はこ

れまでの苦労を忘れさせるものでした。４月に共同

ファームをスタートさせて５ヶ月が経ちます。目的は

森と畑の間の循環の実践と、会のイベント用食材を少

しでもアリスの丘でと始めたものです。川崎さんがボ

ランティア精神でリーダーを引き受け、予想以上の野

菜が続々と採れています。毎回の参加者は８名～１０

名くらい。和気あいあいとした楽しい雰囲気の中で１

時間もすると草取りが終わり、すっかり見違えるよう

になった畑を眺めては感動し、なかなか立ち去ろうと

しないでいます。夏は皆さん旅行などで出かけること

が多く、自分の畑でも面倒を見きれない人が多いのが

実状。共同ファームもご多分に洩れず、草がぎっしりと

５０センチ以上も伸びてしまい、あわてて草取りをし

ました。 

草取りを進めていくうちに、５月に植えたカボチャ、

イトウリの実が草の中から出てくる出てくる、暑くて

草取りに出て行くのが億劫だと思っていた人たちも

すっかり気を取り直し、次は白菜、大根を育てたいと言

い出します。さつまいも、里芋も土の中で育っていて楽

しみです。 

共同ファームでは落ち葉の

腐葉土をたっぷり入れて、野

菜、ブルーベリー、キウイ、

梅などを栽培しています。本

物の無農薬、有機栽培です。

春に剪定した梅は実が熟す

ころに誰かがすっかり採ってしまったようで、会の食

材に梅の蜂蜜漬けを予定していたので本当にがっかり

したものです。わずか８粒しか残ってなく、それでもそ

の後買い足して加工しました。梅の蜂蜜漬けは９月１

４日の草刈日に味をみてもらう予定です。来年こそ、梅

が沢山採れれば、梅干や梅酒に加工できます。秋には干

し柿も作ります。キウイもなります。１０本のブルーベ

リーの苗木は由木農場と小幡さんに分けて頂いたもの

で、来年から少しずつ収穫できるでしょう。ジャムや

ソースを作り瓶詰めにしておけば冬場でも落ち葉掃き

の時食卓が賑やかになります。果樹類は専門家の小幡

さんのアドバイスを頂きながら育てています。５ヶ月

経った今、色々な人のお世話になりながら結構理想的

な道を歩んでいるかなと嬉しい気持ちでいっぱいで

す。楽しみながら共同ファームに参加をして下さる方

大歓迎です。（事務局） 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆ボランティア活動のための施設として待望のトイレ
が設置されました。場所は第１緑地の下の新しい駐車
場わきに変更されました。皆さんが気持よく使えるよ
う、マナーを守りましょう。 

☆緑地管理やアリスの丘で黄色のバンダナを使用する
ようになりました。特に緑地管理の時は６０名皆でや
ると壮観そのものでとても楽しい風景。ボーイスカウ
トのようでカッコいいと大評判です。メンバーの連帯
感も強まった気がします。作業の時は忘れずにね。名
前をしっかり記入して下さい。予備も用意してますが
使用後は洗濯のうえ返却のこと。なお予備のバンダナ
にはアリスの丘ロゴマークのアイロンプリントをし
ましたのですぐに区別がつき
ます。 

☆ファームの各区画内や区画
のふち、通路部分の草が伸びているところがありま
す。近隣の迷惑とならぬよう種が飛ぶ前に少しずつで
も草取りをお願いします。また、雨水を流す溝は各自
時々掘って下されば畑に水が入りません。 

９・１０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。 

９月６日(土）ヒマラヤ保全協会主催のイベント 

日本とネパールの森林保全について知り合い楽し

く交流しませんか？ネパールのカレー作り体験も

あります。詳しくは事務局まで。雨天時翌日 

集合場所 第２緑地 １０時 

持ち物 軍手、バンダナ、カレー皿、スプーン 

定員２０名 事前連絡の方のみ 

９月１４日（日）雑木林の下草刈り(３)と竹切り 

作業の後は新趣向「すしアラカルト」 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物 軍手、飲み物 バンダナ、おはし、皿 

参加費 会員は無料、会員外は300円 

１０月１７日（金）竹炭焼きの前日準備 

  翌日の下ごしらえ－竹を切って割り窯にセット

するまでの作業を手伝ってくれる方。 

  集合場所 第２緑地 午後１時  

持 ち 物 軍手、バンダナ 

１０月１８日（土） 竹炭焼き体験とミニ収穫祭 

日頃の里山手入れ労働に感謝して皆で集う会。共同

ファームでとれたサツマイモ、ジャガイモ、カボ

チャ、イトウリの料理。アルコール類などカンパも歓

迎。お料理上手の方はおつまみになりそうなもの一

品、または乾きものでも結構です。草笛の演奏その他

お楽しみに。第２緑地集合 ９時３０分より火入れ

をし、夕方窯の火を落とすまで。（飲む方は徒歩で） 

雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物 軍手 飲み物 バンダナ はし おわん 

参加費 会員は無料、会員外は300円 

☆翌日の１１：００から窯明けをする予定です。 

里山に棲む鳥たち里山に棲む鳥たち  ((新連載)新連載)    
横浜国大大学院環境情報学府博士課程 藤田素子 

今回から1年間、里山に棲む鳥たちをご紹介します。

第1回目は、身近な鳥・カラスと、猛禽類です。カラス

はもうご存知でしょうが2種類いて、ハシブトガラス

（以下ブト）とハシボソガラス（以下ボソ）がいます。

実はこの２種は生活圏が少しずれています。ブトは都

心のビル街でゴミを食べる張本人、ボソはどちらかと

いうと畑でご飯を探します。もともとブトは熱帯アジ

アの森林を、ボソは北方の開けた草原地帯を起源とし

ているそうです。ひょっとするとブトにとってはビル

群が森林に見えるのかもしれませんね。さて、人間の

ゴミはカラスにとっては、脂肪分が多く栄養価が高い

ため、大切な食糧になっています。早朝観察している

と、肉類・卵から先に探し当て食べるのです。でも・・・

デザートはどうするのでしょう。季節の実のなる木を

見ていてください。今ならミズキ、もう少しするとク

スノキなんかに集まっているかもしれません。また彼

らはねぐらをつくります。冬になるにつれ、100羽以上

の群れで夜を過ごすのです。夜に人が立ち入らないよ

うな常緑樹林がお好みのようです。 

猛禽類のなかでもよく聞くのがオオタカ、でしょう

か。宅地開発予定地などでオオタカの巣が確認され

た、となると大変なことです。なんといっても希少種

ですから、彼らの生活を壊してはいけないのです。巣

をかける大きな木と、周囲に数百ｍ以上の森が必要

で、狩りは開けた農耕地などで小鳥やハト、小動物を

狙います。危機に瀕しているオオタカですが、実は最

近よく見かけます。餌は都会に近い方が見つけやすい

から、出稼ぎに来ているのでしょうか。トビやカラス

大でお腹が白いのが特徴で、羽ばたかずに上空を旋回

します。小型の猛禽類チョウゲンボウも最近増えてい

るようです。一見ハトのようですが空中の一点に止ま

る飛び方（ホバリング）をします。 

鳥同士の力関係も面白いものです。オオタカは成鳥

（大人）になると誰も近づけなくなりますが、幼鳥の

ころはしょっちゅうカラスにいじめられます。カラス

はまたトビにもちょっかいを出します。トビは死肉を

食べ狩りをしないので、なめられているようです。や

や小型のチョウゲンボウは血気盛んにカラスを攻撃

しようとするも、相手にされません。猛禽類の目下の

敵は人間ではなくカラスかもしれません。 


