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石月 勇治
倉沢を初めて知ったのは、もう１５年程前のことであ
る。当時から倉沢は、日野の自然をよく知る人達にとっ
ては聖地のような場所で、観察会も年に幾回か行われ、
遠方から自然観察のために通っていた人もいた程で
あった。私も当時何人かで訪ねた際、田んぼへ下りる斜
面一面にコシオガマが咲き乱れていた情景や、ある農
家でタンポポの根から作ったコーヒーを頂き、おいし
かったことが思い出として残っている。２年程前に近
くの八王子市大塚に引越し、倉沢が近くなったと喜ん
でいた中で知ったのが「倉沢里山を愛する会」で、今年
の春アリスの丘ファームの募集を会報で知った時は、
迷わず申し込むことにした。今まで数ヶ所で家庭菜園
を手がけてきたが、まさか倉沢で耕作できることにな
るとは、夢にも思わなかった。
３月下旪に土を起こし、４月下旪に夏野菜の苗を植え
た。まわりの雑木林が葉をだんだんと広げ、林床には
ひっそりと野草の花が咲き、絶えることはない。畑に行
く度に倉沢の自然の素晴らしさに感動した。区画の中
の雑草も自然度が高くて、ネザサが入っていたり、ゲン
ノショウコ、ハゼラン、マンリョウ、イヌコウジュと珍
しいものが次々と出てきて驚いた。
さて夏野菜のできは、スイカなどを植えたのである
が、１年目ということで土が充分にこなれておらず、根
の張りが悪かったようで、中位の大きさで甘い玉が１
つできたのみで、あとは小玉になってしまい大惨敗。
土質の改良は、時間をかけてゆっくりとやっていくこ
とにした。今は畑には秋・冬野菜が植えてある。キャベ
ツやブロッコリーは、まわりの自然が豊かなせいか青
虫が沢山つ
き、相 当 葉 が
やられてし
ま っ た。ダ イ
コンやハクサ
イは場所に
よ っ て は、大
変よくできて
い て、１ ２ 月
の収穫が楽し
みなところで

ある。
これからも倉沢の自然を守るた
めの活動にも参加しながら、ア
リスの丘の畑も、ますます素晴
らしいものとなるように、自分
の区画はもとより通路の整備な
どに努力していきたいと思う。
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竹炭焼きとミニ収穫祭
川崎

明

突然の雨に、雨よけのある竹炭窯の脇に逃げ込んだ後
藤かをるさんの「屋根の上のバイオリン弾き」の演奏が
始まりました。煙突からはもうもうと煙が出ています
が幸い風の向きは良い具合です。反響板も無く､マイク
が無いところです。困ったことになったと、後ろの方に
行って聞いてみました。森の静けさの中からバイオリ
ンのメロディーが柔らかく心地よく聞こえています。
ホールのような響きのある音にはなりえませんが「森
の中のバイオリン弾き」、緑の風に乗った音は、里山の
雰囲気にぴったりでした。
新しい形で畑を始
めて初めての秋､何
かやりたいなと仲
間内で話が出てい
ました。いずれにし
ても事務局に負担
をかけるのですけ
れど、なるべく尐な
くする方法を心が
けました。そして企画されたのが１０月の竹炭焼きと
併せて、手作り料理の一皿や乾き物の持ち寄り、飲み物
も入れて一杯やりながら楽しもうと云う事になりまし
た。そして森にふさわしいエンターテインメントもと
声が上がり、「森のコンサート」が実現しました。
企画準備から広く参加してもらおうと、多くの方々に
声をかけ企画準備会も開きました。普段ご迷惑をかけ
ている近所の方々､専業農家の方々､お世話になった
方々にもミニ収穫祭のチラシを入れ話もしました。お
かげで風の丘のＮＰＯやまぼうしの方や隣の住宅の方
が赤ちゃんを抱いてのぞきに来て下さいました。
前日の準備では､パワーのある男手が円形客席を作
り、野外ステージは女性陣の手で柿や野の花を大きな
花器に盛って、収穫祭に相応しく飾られました。
当日の朝､前日セットされた竹炭窯の火入れ、共同畑
での芋掘り､キウイ棚作りと作業が進み､パーティー開
始です。炭火焼き秋刀魚と具沢山のトン汁、薪炊きのご
飯、そしてサツマイモのホイル焼き。加えて一皿持ち寄
りは主婦や主夫が腕によりをかけた一品で、なかなか
豪華なものになりました。そのほかにも会員の畑や庭
の産物なども加わり、セルフサービスの予定だった無
農薬のジャガ、サツマ、隼人瓜は、何時の間にかお得な
袋入りの１００円ショップになっていました。
心配していた「森のコンサート」もバイオリンのほか
に､吉田美智子さんの朗読､日野草笛の会、田村亮介さ
んの尺八､西沢和夫さ
んのオカリナ、そして
土屋昌 子さん伴奏 の
全員合 唱と多彩で 素
敵なも のになりま し
た。しかし「森のコン
サート」終了と同時に
小雨は大降りになり、
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片付けは大童、ごみの始末などは翌日の窯開け時に持
ち越してしまいました。前後３日間（一部４日間）にわ
たる準備や後片付け本当にご苦労様でした。
主題であった竹炭焼きは久しぶりの火入れでしたが、
どうにか完遂。その後夕方暗くなるまで続き、竹酢液も
沢山取れ、翌日の窯開けでは見事な竹炭を見ることが
出来ました。袋詰めをしていつでもお分けできます。

竹酢液を使った野菜つくり
吉田 嘉忠
リタイアしてからすでに５年経過しました。拘束され
ない気楽さの反面、生活のリズムをつかむため試行錯
誤しながらソフトランディングしているところです。
里山保全の活動は、私にとって生活パターンの一場面
としていつの間にか定着した、というのが今の心境で
す。アリスの丘ファームでの野菜つくりをはじめ、雑木
林の下草刈りなど、いろいろな方との対話を交えての
作業は、心身ともに心地よいひとときを与えてくれま
す。野菜つくりは、無からの出発でしたから、本を見た
り、皆さんのお知恵を拝借したりして楽しんでいます。
今年は、大根、きゅうり、トマトなどを作ってみまし
た。これまで数回挑戦したことがありますが、特にトマ
ト、きゅうりは惨めなものでした。会の竹炭焼きの際、
竹酢液の効用について紹介がありましたので、早速出
来たての竹酢液を分けてもらい、活用してみましたと
ころ、天候や土壌などの影響もあったとは思いますが、
これまでにない良い出来ばえとなりました。
竹酢液は、１０００倍程度に薄め、土壌に撒布したほ
か、成長期に１週間～１０日間くらいの間隔で数回撒
布しました。後ほど竹酢液の効用について若干調べて
みましたら、効用がいろいろ書かれていましたので、そ
の一部を引用しますと、 ※ 病・害虫予防： 害虫がに
おいを嫌って近づかなくなり、また、根、茎、葉が活性
化し病気を予防する。（殺虫力はありません。要注意）
※ 土壌改良： 土中の有機質の微生物が増殖し、土を
やわらかく豊かにする。 ※ 上記のことから堆肥つく
りにも有効。
以上、竹酢液は活性剤
として抗菌力が高く人
にも無害であることに
大きな魅力を感じてい
ます。
まだ使ったことのない
方は、是非一度試してみ
てはいかがですか。

竹炭と竹酢液をお分けしています
倉沢里山を愛する会で作った竹炭と竹酢液を格安でお分
けして、活動資金の一部に充てています。（上の写真）
竹酢液は安全で完全無農薬・有機栽培をめざした野菜つ
くりには持って来いです。竹炭は炊飯時や水道水の浄化、
消臭や殺菌等にも効果があり、他にも色々な使い方がありま
す。ちょっとしたプレゼントとしても大変喜ばれています。
使い方や効能についてもご紹介していますので、イベントのお
りにでもお求め下さい。
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東京の森・ネパールの森
佐久間 雅俊
ＮＰＯ法人・ヒマラヤ保全協会（略称ＩＨＣ）では、９
月６日、倉沢里山を愛する会のご協力でイベントを催さ
せていただきました。倉沢里山での活動、我々ＩＨＣの
活動をお互いに知り合い、楽しもうということで、田村
裕介氏に倉沢の活動と、当
会からは岡市志奈氏にＩ
ＨＣのネパールでの活動
について話していただき、
その後ネパール式カレー
と豆のスープを野外炊飯
にて作り、皆でいただきま
した。また、雑木林の中で
落ち枝拾いの作業も体験させていただきました。
ＩＨＣのネパールでの活動は環境・文化保全を中心に
幾つかの種類がありますが、その中に村の近くにある森
林の保全があります。近年ネパールは急速な近代化と人
口増加にさらされていますが、私達の対象としているよ
うな山岳部の村ではまだまだ電気・ガス等が未普及で、
人々が毎日の煮炊きの為に近くの森から薪を集め、また
家畜の飼料などもその森に頼っています。このため森は
疲弊、減尐しています。そのためＩＨＣでは村人による
苗木の育成・植林、また薪に代わる森に負担をかけない
燃料であるバイオブリケットという豆炭の開発などを
手がけています。
今回、倉沢里山を愛する会の皆さんと一緒に楽しい時
間を過ごし、日本の里山の現状を幾らかなりとお聞きし
て、とても興味深く感じました。ネパールの村の森は
人々の生活に密着しているが故に消えていきますが、日
本では里山と人々の生活が離れて行くことにより荒れ
ていくとのこと。この二つの国の対比は対照的で、全く
正反対のようにも見えますが、実は同じ問題をはらんで
いるような気もします。それは、ある程度狭いその地域
での循環が崩れているということです。
また、そこに住む人々のつながりが土地そのものを通
じて深められるということも、故郷を離れ都会で一人暮
らしをする私には恥ずかしながら新しい発見でした。私
自身の土地はどこにあるのか、などと自分の生活のこと
も振り返るきっかけとなった興味深い催しでした。

アリスの丘を耕している方へ
日頃は美しい雑木林を維持するための活動に参加して
いただきありがとうございます。さて、2004年度のファー
ム管理者の準備を尐しづつ進める予定です。当初ご了解
していただいた規約の条件が合わなくなり、草刈、落ち葉
掃き作業に参加出来なくなった方は、残念ですが12月末
までにお申し出下さい。条件が整い参加出来るようにな
りましたらいつでも登録可能です。
またこの会の趣旨に賛同して下さる方で、新たにファー
ムを耕作したい方は、申し込み受付順に登録致します。空
き待ちの方は共同ファームでお楽しみ下さい。
ファームの区画が広すぎるという声もありますので現
在の半分の区画も検討したいと思います。現在の管理区
画が広すぎるという方も12月末までに事務局までお申し
出下さい。可能な範囲で調整いたします。（幹事会）
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ななし ぐ れ

七時雨、風のつどい
田村 はる子
｢地震のため仙台より先は不通です。｣と大宮駅のアナ
ウンス。仕方なくキャンセルして帰宅しようと思って
いたところへ、今度は開通の知らせが入り遅れに遅れ
て新幹線に乗り込みました。盛岡駅よりバスで北へ１
時間、山間を走って目的地である岩手県安代町田代平
高原の七時雨というところに着きました。七時雨の草
原では毎年夏に１泊２日、｢自然との語らいと森のコン
サート｣が開催されています。音楽、講演、登山のほか
地元の方の指導で草笛、わらぞうり、リース作り、野点
と楽しい行事が目白押しに用意されています。
この地はかつて第３セクターによるゴルフ場、レ
ジャーランドなどのリゾート開発の計画があったそう
です。その話を聞いていたたまれなくなり、この自然を
守るために立ち上げた会が｢七時雨の自然と語らう会｣
です。結果的にはバブルの崩壊と共に乱開発の話は消
え ま し た が、こ の 草 原 で の 風 の つ ど い は そ れ 以 来
ずーっと続けていて今年で１６回目だそうです。お天
気が好ければ風が草原を駆け抜けてきらきらと光る空
気であったでしょうし、夕方には赤い夕陽の中でのコ
ンサート、星空の下でのバーベキュー、天体観測、蛍見
学ができたはずでしたが、あいにくの雨模様でおまけ
にコートかストーブが欲しいほどの冷夏です。早く温
泉にでも入りゆっくりしたいと思うほどでした。
２日目は４時起きで牧場の早朝ハイキングに参加、ウ
ツボグサの紫色がとてもきれいでした。朝食後は七時
雨山の登山コースに参加することにしました。初めて
観る東北の山は一体どんな植生なのか、とても興味が
ありました。今まで見たこともない植物の説明を受け
ながら、頂上までどうやら辿り着きました。着いた時は
曇っていて見晴らしが悪かったのですが、しばらくす
ると雲が去って晴れ渡り、遠くの岩手山まで見渡せま
した。眼下に広がる景色のなんと素晴らしいことで
しょう。リゾート開発などせずにこれからもこの景色
を自然のまま残して欲しいものです。
それぞれがそれぞれのやり方で緑地保全に取り組ん
でいます。他の会の活動を視察し刺激を受け参考にな
るところはこちらの会で生かせれば、と思います。倉沢
里山を愛する会の活動は、緑地の草刈などが主で七時
雨のような派手さはありませんが、地道に１歩ずつ皆
で無理せず、楽しみながら前進して行きましょう。
余談になりますが、今回倉沢から６名が参加しました
が会の黄色のバンダナは移動するときなどどこにいる
かすぐに分かり、使
える貴重な存在で
あることに気がつ
きました。日頃の運
動不足がたたり帰
宅後２日間は筋肉
痛で歩くのも大変
だったことはいう
までもありません。
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里山に棲む鳥たち

(第２回)

横浜国大大学院環境情報学府博士課程 藤田素子
秋です。一部の鳥たちは既に北から移動してきたこ
とでしょう。何故彼らは渡るのでしょうか。これは研
究者の間でも意見が分かれますが、基本的には食糧を
求めていると言われます。夜昼問わず、群れもしくは
一羽で、距離も３０キロから往復で３万キロ以上のも
のまで、様々です。ツグミはおなじみの冬鳥でしょう。
濃い茶色の背中
に、お腹は白黒の
斑模様、白い眉毛
が特徴的です。開
けた草地や畑など
で、一直線に数歩
早歩きし（まるで
小トトロです）、立
ち止まってあたり
を伺う様子は可愛らしいものです。あの小さな身体で
遠くシベリアから飛んでくるのですから、驚きです。
ここ倉沢あたりでは昔から「チョウマン」という呼び
名で親しまれていたそうです。
（チョウマンピラ公園）
同じくらいの大きさで、シロハラという冬鳥もいま
す。個体数はツグミほど多くありませんが、暗い林の
下で、ひっそりと落ち葉を掻き分けて餌を探します。
名前の通りお腹が白いのが特徴ですが、形や大きさは
ツグミにそっくり。アカハラともよく似ていますが、
これもお腹が赤いのが特徴です。共に黒い顔に黄色い
アイリングが目立ち、茶色の背中です。鳴き声も控え
めなうえ、警戒心が強く、一羽でいることが多いので
見つけにくいかもしれません。たまには林の中で歩み
を止め、鳥や樹や虫が創りだす音に耳を澄ませてみる
のも、楽しいのではないでしょうか。
涼しく張りつめた空気の中、明るい陽を浴びてヒッ、
ヒッと澄んだ声で鳴くジョウビタキのオスも、大変美
しい姿をしています。スズメよりも尐し大きいくらい
で、黒い顔に銀色の頭をもち、鮮やかなオレンジ色の
お腹をしています。開けた環境に多く、家のアンテナ
の上や電線など高い所がお好みのようです。
さて、秋は実りの季節でもあります。植物は実や種を
つけて、風に飛ばせてもらったり、動物にくっついて
こっそり運んでもらったり、下に落ちてリスやネズミ
などがくわえて行くのを待っていたりします。植物の
種子の散布に関しては、実は鳥も重要な役割を持って
いるのです。エノキやムクノキ、ツタ、クスノキ、ト
ウネズミモチ、シュロなど様々な果実を食べ、果肉の
みを消化して、種は糞やペリットとして排泄されま
す。もしも種を落とした場所が環境条件の良い場所で
あれば、植物は分布を拡げていける、というわけです。
このような働きをもつ鳥として有名なのが、ヒヨドリ
です。身体はグレーでほっぺたがほのかにオレンジ
色、あまり目立つ色彩ではありませんが、ピィーヨ
ピィーヨとうるさく鳴き交わすのですぐに分かりま
す。身近な鳥ですが、植物との関係は深く、研究者の
関心を集めています。
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１１・１２月のイベント情報
参加する方は事務局までご連絡お願いします。
１１月２３日(日・祝） 秋の里山散策会
町田の「図師小野路歴史環境保全地域」を訪ねます。
東京とは思えない奥の深い素晴らしい里山で保全
手法のひとつのモデルともなっています。15:00頃
帰着予定。バスの予約の関係で、小雨決行です。
集合場所 10時 第１緑地の下の駐車場
持ち物 バンダナ、弁当、敶物、飲み物、雨具
定員５０名位 事前にお申し込み下さい（無料）
１２月１３日（土） 雑木林の落葉掃きと堆肥床作り
作業の後は恒例の「いも煮会」。バンダナ、手袋、
飲み物、おわん、箸をお持ち下さい。
（会員は無料）
１０時 第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻

10月18日ミニ収穫祭と並
行してキウイの棚を広く
作り足しました。来年は沢
山なってほしいですね。同
時に共同ファームのサツ
マイモも掘りました。大き
な芋に育っていてくれて
感激。ホイル焼きで食べ、
あとはジャガイモ、イトウリ、カボチャと共に販売。売る
程野菜が出来るとは誰も想像していなかったことでしょ
う。個人的にアリスの丘で作った野菜、トウガン、ハヤト
ウリ、掘りたての落花生、ハーブを加工したハーブソルト
も寄付して下さり大好評でした。前日、駐車場の横にある
渋柿を大勢の手を借りてもぎ、収穫祭当日、皮を剥いて干
し柿にしました。やはり皆でやると早いです。後日数えた
らなんと！419個でした。上手く干せて甘～くなったらそ
のまま食べるのはもちろん、ブランデーケーキに焼きこ
みたいと思います。楽しみにしていて下さい。今畑で育っ
ているのは大根、キャベツ、白菜、ブロッコリー、里芋で
す。12月の芋煮会はこの
里芋を使用しますので
きっとおいしいですよ。
11月にはえんどう豆の種
を蒔きます。来年の5月ご
ろ収穫できたらバター炒
めや胡麻和えにして皆で
いただきましょう。

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆先日のミニ収穫祭、皆様のおかげで大盛会でした。事
前の準備作業や当日のお手伝い、また翌日の窯開けに
ご協力頂いた皆様、そして当日素晴らしい手作り料理
や、飲み物などを持ち寄って下さった皆様、本当にあ
りがとうございました。また、お忙しい中、ステキな
演奏を聞かせて下ったお客様
にも心から感謝します。

