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昨年３月よりアリスの丘ファームの一員になりまし

た。高幡お不動さん近くから車で通っています、 

家庭菜園歴は２０年近くなりますが、毎年、成功､失

敗､ああすれば良かった､こうすれば良かったと思い、

水のあげ過ぎと肥料のあげ過ぎで、反省の日々です。 

＊ただ思いのほか豊作に感動 

＊種から実がなる自然に感激 

＊色々アドバイスを頂ける先輩方に感謝 

＊煙草を吸いながら眺める我が畑に感無量 

の楽しい趣味菜園を送っています。 

結婚３０年になろうとしている奥方との趣味が中々

合わず、同行させようと奥方用に花壇を半坪ほど作り

誘うのですが、思うようにはいきません。花の名前は

カラッキシの私ですが。 

しょうがないので、たまには水を撒いています。 

４０㎡に２０種類の野菜を栽培していますが、端か

ら思い浮かべながらでないと全部紹介できない状態

で、畑の中を蟹歩きしています。 

また、毎月１回行なわれている愛する会の共同作業

が楽しみです。汗をかいた後の井戸水の美味しさ､冷

たさにまたまた感動。作業後の倉沢第２緑地で、奥様

方に調理していただいた昼食を、うぐいすの鳴く下で

食するのは贅沢の極みです。薪で炊いたご飯のオコゲ

（懐かしいです昔は米に砂利が入っていました）、

個々お作り頂いた漬物（お袋の味）、春に食べたフキ

味噌（これは旨い）、野草のてんぷら（杉の子初め

て）、ズンドウ鍋で作った三平汁、ほうとう鍋、チゲ

鍋汁、トン汁、ミネストローネ等どれも､今思い出し

ても「よだれ」も

のです。作ってい

ただいた方には感

謝します。今後と

もよろしくお願い

致します。男子厨

房に入りますの

で、何なりとご指

導お願いします。 

いよいよ梅雨が明けると夏本番です 共同作業の下

草刈り、共有部分の草とり等々、畑に追肥、水撒き、

防虫、剪定、収穫、熱中症に充分注意し、水分は十分

に摂りながら、いい汗をかこうと思います。 

追 トマトが赤くなり、熟して落ちそうな夢を見て

飛び起きる今日この頃です、キウィーの棚の下で煙草

を吸いボ～～と畑を眺めている棚橋からでした。 
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男の焼そばと格闘中の棚橋さん（右端、6/18の活動日） 
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狭山緑地で学ぶ狭山緑地で学ぶ狭山緑地で学ぶ  
星  良則 

５月１４日は朝から肌寒い曇り空。普段より尐し厚

着をした参加者がバスに乗り込みました。発車するや

いなや「ここにシロバナカザグルマの花が咲いている

から。」と言ってバスを止めてしまいます。これぞ緑

地保全を志す団体の行動といったところでしょうか。

車窓から開花を確認してから本当に出発。モノレール

の終点上北台駅を過ぎると、それまでは都会の街並み

だったのに風景が一変、緑がどんどん溢れてきまし

た。 

散策のスタートとなる東

大和市郷土博物館に着く

と、早速現地で保全活動

をされている「狭山緑地

雑木林の会」の黒川会

長、深井副会長を始め皆

さんがご挨拶と狭山緑地

の説明をしてくださいま

した。その中で会の活動では若い年齢層の人が尐ない

とおっしゃっていました。この点は倉沢でも同じこと

がいえるかもしれません。緑を残し育ててゆくととも

に、活動に若い人を呼び込み育ててゆくのもこれから

は必要なのかもしれません。森林の中でよい空気を吸

えば本当に心身ともにリフレッシュしますし、明日へ

の活力が蓄えられます。皆が元気に楽しくなれる場

所、それが緑地の重要な機能のひとつだと思います。 

その後副会長の永井さんのご案内で緑地の散策を開

始しました。さすが１４haにもわたる緑地は広く、ま

た結構坂も多くこの中で作業するのは大変だと思いま

す。途中竹林の整備をしている方々に会いました。

「この竹を切る音が好きで止められない」といきいき

とおっしゃっていたのがとても印象的でした。これが

活動のエネルギーとなるのですね。 

お昼頃に陽が差し込みました。スポットライトがあ

たったかのように林の中の草花が浮かび上がりまし

た。その光景は絵葉書にあってもいいような美しいも

のでした。 

午後の散策途中トウキョ

ウサンショウウオの卵が

産まれている場所に立ち

寄りましたが、孵化は別

の場所で管理しており、

育ったものは山に上がっ

てしまうということで、

そこには無精卵だけが残っていました。残念。 

緑地を一周し戻ってきてから、永井さんが「作業を

して夢を語るのが楽しい」とおっしゃっていました。

夢あっての保全活動、様々な問題があるのは承知のこ

とで「夢」を持って事にあたってゆく。そうした思い

がまた先に進もうとする力になってゆくと私は信じた

いです。他の所で多くの人々が「林を守る」ために熱

い想いで活動している。自分もまだまだがんばらなけ

れば、と思わされた一日でした。 

◆日野市でもこんな自然が残っている場所があるんだと驚

きました。お話を聞いて、里山を長い間管理して行くという

事はそれだけ市や住民、地域の人々の協力がいる事なんだ

と感じました。しかし、

その協力してくれる人

達の考え方にも違いが

あり、なかなか前に進

まない事もあるそう

で、そう考えると里山

を守るというのはとて

も大変な事だと思いま

した。それから畑と雑

木林をセットで管理するというのはいい案だと思いました。

また、レッドデータブックに載っているような絶滅危惧種の植

物があの里山の中だけで数種類あるなんて驚きました。そし

ていかに自然が危機に瀕しているかを痛切に感じました。ま

た「手を入れなくても入れすぎてもよくない」という田村さ

んの言葉が、雑木林の管理の難しさを表してくれました。全

く手を入れないと笹などが大きく育って、他の植物が育た

なくなってしまうし、だからと言って綺麗にしすぎては希少

な植物まで切ってしまう事になるから、本当にその加減具合

の調整が大変なんだな、と思いました。里山を管理している

のが人間であり、地域や市との協力である限り、管理体制に

おける人々の価値観の違いの問題が付いてくると思いまし

た。（五十嵐めぐみ） 

◆里山を通してその地域の人々のコミュニテゖの場として

いるということで、人と接することは必要だと思いました。

また、全く放置してしまうより人が手を加えることで絶滅危

惧種を守ることができるということが印象に残りました。実

際に絶滅危惧種を見てさわることができ、自分とは遠い存

在のように思っていた絶滅危惧種が身近な存在になりまし

た。里山という人と自然が共存している貴重な場所に行くこ

とができてよかったと思います。（飯島恵美） 

◆愛する会の方々が管理なさっている雑木林や畑は、東京

にいることを忘れさせるほど自然が美しく静かで、とても環

境の素晴らしいところだった。多摩ニュータウンにも緑は多

いが、あくまでもそれは植栽であり自然のものではない。 

レッドデータブックにも指定されている植物もあり、多様な

生態系が存在している。また周囲の環境保全に役立ってい

るだけではなく、地域のコミュニテゖの形成にも大きく貢献

していることが分かった。その意味からも、この里山は非常

に貴重な、地域の共有財産であることが分かる。 

しかし、これだけの広い緑地をボランテゖゕとして、しかも東

京で維持していくことはとても難しいことにも気付いた。 

１. 以前は個人の私有地であったが、公有化したことによっ

て管理がし難くなった面もあること。里山の管理方法に絶

対的な正解というものは存在しないため、その地域に昔

から根付いた方法が必要。 

２. 周囲の住民との折り合い。人間にとっては丌快なものも

受忍することへの理解が十分でないこと。 

３. 緑地管理への公的な支援が十分とは言えないこと。 

他にも、今管理をしている世代から私たちの世代へとつな

げるには更なる周囲の理解と関心が必要に思う。 

しかし今回の訪問によって、市民による行動の重要性を強く 
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（果樹編）     小幡 一永 

共同ファームの野菜栽培

のことは、過去に何回か

とりあげられたので、今

回は果樹のことを尐し紹

介します。アリスの丘の

中程の梅の並木、その下

のキウィーフルーツとブ

ルーベリーの３種類を会

員有志で管理しています。 

梅は田村さんのお父さんが生前に植えられたもの

で、数十年を経た成木です。２年前から剪定などの手

入れを始めたところで、花は見事に咲くけれど実の収

穫はわずかで、何とか収量を上げるための研究中。全

部中梅(ちゅううめ)なので花粉樹（花粉を供給するた

めに混植する異品種で、その実も収穫）として、異種

の小梅苗木一本を中間に新植してみました。あとは、

秋の施肥や耕運など土作りで体力をつけて、せめて

200㎏ くらいの収穫をしたいものです。 

キウィーフルーツも以前の借地者が植えて放置され

ていたものを、２年前に棚を作りかえて管理を始めま

した。昨秋は、春先の風害もあり29個の収穫でした

が、追熟後に皆さんに食べてもらい味は好評でした。 

今年は、受粉作業に協力いただいたおかげもあり、

今500個以上の果実がついており、最終的に300個の収

穫予定で、秋のイベント時に皆さんで食べましょう。

主木は、一般に売られているヘイワードという種類で

すが、脇にもう一本接木したレインボーレッドという

新品種があり、これは果肉の中心が赤くて甘い品種で

す。150個ほどは採れるでしょう。 

 今が果実の肥大期で水

を欲しがる時です。晴

天続きで乾いているよ

うでしたら、お気づき

の方は根本に水をやっ

て下さるとありがたい

です。 

ブルーベリーは、近隣

の農家が植えている暖

地向きのラビットアイ種（収穫期７月中下旪から）と

は別に、寒冷地向きのハイブッシュ種も栽培してお

り、６月中旪から収穫できます。甘味があり果皮が薄

いので雀の大好物です。熟すのを待って全部食べられ

てしまうので、４月に棚がけし

５月２３日に網で囲いました。 

場所の関係で種類は増やせませ

んが、これからも管理を続けて

収穫アップの研究をしましょ

う。果実の栽培に興味をお持ち

の方、共同ファームへの参加を

お待ちします。肥培管理方法など

一緒に試して見ませんか。 

共同ファーム通信 

キジバトがキウィーの
棚に巣をかけました。
去年はアリスの丘の梅
の木でした。アリスの
丘が好きなのかも。 

左端が小幡さん(網張りの後) 

感じることが出来た。行政からではなく、市民が中心となっ

て立ち上がったことも倉沢里山の成功の大きな要因である

と思う。市民一人ひとりの力の大きさを感じることが出来

た。何よりも会の方々が親切に貴重な植物や生物の痕跡、農

の楽しさを教えて下さり、時間が経つのがあっという間だっ

た。これを機会に、自分の身の回りでもどのような活動が行

われているのか調べ、参加してみたいと思った。（岸本衣央） 

◆「倉沢里山を愛する会」を実際に訪ねてみると、事前に会

について調べている段階では見えてこなかったことがたく

さん見えてきました。 

一番感じたことはやはり「倉沢里山を愛する会」が様々な

側面から異例とも言えるものだということです。周りに住む

住民ではなく地主さんが仕掛けたことにより生まれた会だ

ということや、東京の日野市にあれ程の状態のものが存在

しているということが本当に異例なのだと思いました。 

また訪れるまで日野市の支援は十分とは言えないまでも

それなりのものはあるのだと思っていました。しかし実際に

お話を聞かせていただいてみると、今までに聞いていた横

浜市の新治の森や都築中央公園の事例等と比べると公的

な支援はほぼないのが実情ということに大変驚きました。

行政に代わって市の環境をよりよくする活動なのだからもっ

と力を貸してくれてもいいのではないかとも思いました。 

倉沢里山の自然の状態には、正直大変驚きました。本当に東

京都なのかと思ってしまう程で、本当に貴重なところなのだ

と強く思いました。その上でみな自然に対するこだわりを 

 

 

 
 

持っているようで大変なことも多いようですが、こだわり

があるから活動ができるのだと思いました。自然にそこまで

のこだわりを持てていない自分に気付くと共に「倉沢里山

を愛する会」を訪問させていただいたことで、自然に対する

誰かの模倣ではない自分の考えを探していきたいと思いま

す。（岡本有貴） 

◆雑木林に一歩足を踏み入れると、東京都とは思えない空

気がひろがっていた。そして時間の流れも違い、どこかのん

びりしていた。 

「倉沢里山を愛する会」の会員の方は、畑に興味がある人、

動植物に興味がある人、里山の管理に興味がある人など、

それぞれいろいろな人が集まっているとのこと。しかし会員

の方にはどれか１つに片寄ることなく、いろいろな作業を

行ってもらって、「林とフゔームとの循環を目ざす」というこ

とをよく理解してもらうとしていた。 

話しを聞いていて、この循環はとても大切なことだと思

う。雑木林を守ろうと自然観察会を実施したり、無農薬で安

全な野菜作りをするということはとても大切なことだと思

うが、それはきっかけであり、本当は両方がそれぞれを支え

あっているのを理解することが大切なことだと思う。そして

それが本来の姿なのだと思う。 

それを体で感じることができる場所は全国でもそんなに多

くはないだろうし、ましてや東京ではここだけではないだろ

うかとさえ思う。ぜひこれからも活動を頑張っていって欲し

いと思った。（塚原早苗） 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆６月１８日の下草刈りでは、お陰様で短時間で大変き
れいな緑地になりました。その一方で、開花直前の保護
植物がきれいに刈られてしまったところもありまし
た。多くの参加者をうまくコントロールするのはなか
なか難しいなと、改めて思案投げ首しています。これと
いった決め手はなかなか思い浮かびません。何か良い
アイデアがあったらご提案お願いします。 

☆活動に併行して、前回の手刈り鎌の
講座に続き、エンジン刈払い機の取り
扱い方についての講座を開きました。
特に安全面に重点を置いて解説しまし
たが、これからも他の機器も含め、繰
り返し講座を開く予定ですので、皆様
ご参加下さい。(写真：古林・寺本さん) 

☆６月の活動時のランチ、山本さんと安孫子さん中心の
男の焼きそばは大好評でした。でも、やはり女性のバッ
クアップも大きかったようです。冷凍保存してあった
共同ファームのキヌサヤもふんだんに使いました(１
面の写真)。共同ファームのジャガイモも掘りたてを茹
でて熱々をバターで頂きました。うまかった!! 

☆共同ファームの梅の実はハチミツ漬けと梅干に、早く
も色づき始めたブルーベリーも冷凍保存して、次回以
降に試食していただけると思います。お楽しみに。 

☆日野市が始めた緑地管理ボラ
ンティア基礎講座の受講者約 30
名が 5/21 に本会のフィールド
を見学しました。雑木林とアリ
スの丘ファームでの活動状況を
説明しました。 

☆杉野跡地の大規模開発に関する本会や自治会連合か
らの請願は６月の市議会でも再々度継続審議となりま
した。署名は最終的に、日野市の内外から 1200 名以上
の方のご協力を頂きました。現地では早くも建売住宅
が売り出されています。倉沢の環境は周辺を含め危機
に瀕していると言ってよいでしょう。本会から市に要
請している杉野周辺の一部の土地の保全は「緑地信託」
という形で何とか実現する方向に向かっているという
情報もありますが（非公式）まだ注視が必要です。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第５回)(第５回)  
茂木哲一(もてぎのりかず) 

自然界の「青」 

今回は倉沢から尐し視点を広げて、日野市の鳥であ

るカワセミを交えつつ、自然界の「青」についてお話

しいたします。 

自然界に緑や赤は多く存在します

が、青はとても尐ない気がしません

か？その尐ない青には貴重な美しさ

が感じられます。例えば、僕の大好

きな野草であるツユクサは、青い花

から色水がとれ、それを加賀友禅の

下絵用の染料として用いられている

そうです。 

青という色は、とてもきれいで目立ちます。しか

し、自然界において目立ってしまうことは、天敵に狙

われやすくなることと同義ですので、必ずしも得策で

はありません。したがって、綺麗な色をしている野生

生物は、繁殖と生き残りという絶妙なバランスの上に

成り立つ、奇跡のひとつなのです。植物は自分を目立

たせることにより捕食され、子孫を増やし、鳥や昆虫

は自分を隠しながらも、配偶者からは目立たなければ

ならない。そんなギリギリの矛盾の中で、野生生物た

ちは生命を燃やし続けているのです。 

ところで、哺乳類は、キツネやタヌキをみてもわか

るように、総じて地味な色彩をしています。そういっ

た中で、例外とも言えるのが以前紹介したチョウなど

の一部の昆虫類と鳥類です（自然界でもっとも広い色

彩の広がりを持っているのは珊瑚礁の魚類と鳥類と言

われています）。 

冒頭で触れましたが、日野市の鳥であるカワセミは

誰がみてもそれとわかる青い色をしています。一時期

は幻の鳥と言われた「空飛ぶ翡翠」は近年になって都

会でも姿をみせるようになりました（この理由につい

てはまた別の機会に書きたいと思います）。しかし、

カワセミの羽を一枚取り出してみると実は青くありま

せん。あれは構造色といわれる一種の錯覚により人の

目に青い色として映っているのです。これは、透明な

空の色が私たちの目には青く見えるのと同じ現象で

す。カワセミの羽は複雑で微細な構成になっており、

光が乱反射するようになっています。そのため、角度

によっては緑に見えたりするのです。カワセミがこの

ような翼をどこで身につけたのでしょう。自然界の不

思議は考え始めるとキリがありません。 

そういえば、前回紹介した「ア

オ」ゲラはみどり色をしていま

すが、これは、昔の日本人は緑

を「青」と表現していたためで

す（アオゲラの英名はJapanese 

green woodpecker（日本の緑色

のキツツキ）です）。「青い」

山の中で、古来の日本人の自然

観察力に推理を働かせるのも面

白いかもしれませんね。 

７月のイベント情報 
参加される方は事務局までご連絡お願いします。 

７月１７日(第３日曜）（雨天の時は翌・海の日です） 

雑木林の下草刈り、きのこほだ木本伏せ、 

堆肥（腐葉土）の掘り出し・切り返し作業、他 

お昼のはひさしぶりのアウトドアカレーです。 

集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お皿、スプーン等 

☆作業のあとで、万蔵院台緑地で落葉の腐葉土を本会

の会員に配布します。（無料） 

欲しい方は肥料の空き袋等を用意してください。 

一輪車、リヤカー等もご利用下さい。 

☆当日、椎茸のほだ木もお分けします。（０～２年物

あり、何れも１本300円カンパお願いします） 

８月は夏休み、次は９／１８(第３日曜）の予定です。 

倉沢川ではカルガモが
子育て中(2005.6.14) 

撮影：中村忠昌氏 


