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野 菜 作 り に 感 動 し て ・・・
私の実家は新潟・上越市の農家で、親たちが米や野
菜などを作っているのを見ながら育ちましたが、ほと
んど手伝いをしたことはありませんでした。自分は就
職して、畑で作物を作ることなどあり得ないだろうと
思っていました。しかし、私も５０台半ばになって、
もう少しで定年だと考えた時、定年後、毎日家でゴロ
ゴロしているわけにもいかないな～と考えました。そ
んな時、倉沢で畑を手に入れることができ、早速野菜
作りを始めました。実家が農家だったとはいえ、野菜
作りの経験は全くなく、まずは家庭菜園の本を購入
し、勉強するところから始めました。そして定番のト
マト、キュウリ、ナス等の苗を買ってきて植えて見ま
したが、結構それなりに収穫ができ、大きな感動をし
て、野菜作りの楽しさを味わってしまいました。
そうなると、もっと色々な作物を作りたくなってき
ました。隣の畑の方からアリスの丘のファームも借り
られるということで、頼んでもらい、倉沢里山を愛す
る会に入会し、ようやく今春から畑を借りることが出
来ました。
それと同時に雑木林で自然に親しみながら、緑地保
全のボランティア活動に参加するようになって、畑の
仲間も出来、週末はお互いの畑に行き来して、批評を
しあったり、出来た野菜をお互いに上げたりもらった
りして重宝しています。会社とはまったく別の、新し
い世界が広がったように思います。
最近では苗作りも１人で作っても種が余るため、お
互いにダブらないようにつく
ろうかという話しも出てきて
います。また畑以外でも、お
酒を飲みに行ったり、腰を悪
くしてやめていたゴルフに誘
われ、５年ぶりに再デビュー
しましたが、メンバーにも恵
まれて楽しい一日を過ごさせ
てもらいました。今後も年何
回か行くことになりそうで、
楽しみがまた一つ増え、多分
この方たちとは今後も親交を
薪割りをする小熊さん

小熊

正

深め、畑だけでなく色々な面で長く付き合って行くこ
とになると思っています。
最後に、これからもこの倉沢里山を愛する会の皆さ
んと一緒に、ボランティア活動に出来る限り参加して
いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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自 然 へ 働 き か け
自然にいやされて
村木干佐江
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ス ベ リ ヒ ユ
(畑の雑草を食す)
杉山寿々子

この地域の里山の自然に親しみながら７年、畑作り
草取りのたびに雑草を生かせたらと思います。
をしています。
高円寺に住む友人は雑草のアカザを八百屋で買い求
７年というと、普通はもうベテランの域になってい
め、他の菜っ葉と混ぜておひたしにしたそうです。ナ
ることと思います。でも私は、マイペースで親しませ
ズナ、ツクシなども店頭に並ぶというのです。
てもらっています。
真夏の畑で盛んに生える雑草、
今年のささやかな喜びになりますが、キュウリがし
スベリヒユはおひたしになると
おれずに、猛暑に勝って生き延びてくれました。ここ
い う の で、早 速 作 っ て み ま し
２～３年キュウリの出来ばえといえば、はじめはたく
た。わくわくしながら食べまし
さん採れてうまくいったように思ったのも束の間、大
たが、結局おいしくなかったの
雨の翌日にはしおれてしまいました。たくさん実をつ
でそれ以来作っていません。
けたので、肥料切れを起こしたのだろうと勝手な解釈
でも、戦時中の食糧難の時この
をしていました。
スベリヒユを食べたと言います
スベリヒユ
今年こそ、そのようなことが繰り返されないよう
から頼りになる草です。昔は夏に乾燥したスベリヒユ
に、野莱作りの本を頼りに答をもとめました。「１０
を飢餓に備えてとっておき、ひたしものにしたという
節は、わき芽も雄花もかく」とありました。「目から
ことです。
うろこ」でした。早速実行しました。こんな身近なと
粉末になっている「五行草」という漢方のお茶を飲
ころに回答があったのにアプローチが遅すぎました。
みました。「五行草」とはどんな草かと思ったらスベ
その結果、今年は長く実をつけることができまし
リヒユのことでした。畑からスベリヒユを持ち帰り乾
た。
燥を始めました。ところが多肉質で水
こぼれ種で数年ヒマワリがすくすくと
分が多くなかなか乾燥しません。二週
育 ち 大 き な 花 を つ け て い ま す。畑 で
間経ち、つやのあるへら状の肉厚の小
は、ほかの野菜の生育に日陰を作って
さな葉の一部が黒ずんで、茎からはら
しまうので数本横に倒しました。とこ
りと落ちました。４週間でやっと全草
ろが数日後には、倒れた茎からつぼみ
がしなびてきました。茎にはピンクの
をつけて太陽に向かって直角に立ち上
美しい色が残っています。煎じて飲ん
がり、数本の花が空に向かって咲き始
でみました。クセがなくおいしく飲め
左：村木さん、右：杉山さん
めました。遊びに来た２歳のお子さんの
ます。お茶なら私の生活の中にも生か
目にも触れたようです。咲いたヒマワリの黄色に、そ
していけます。
の力強い伸び方に、夏らしいパワーをもらっていま
勢いづいた私は、朝、畑の草取りに向かい、スベリ
す。
ヒユが大きくなっているのを見て喜びました。スベリ
今 年 は、苗 の 間 隔 を 大 き く と り ま し た。ト マ ト、
ヒユは、ペタリと地面に平伏して四方に広がる茎と葉
キュウリ、ナスなどの少ない種類でしたが、たくさん
で、朝露をしっかり吸収しているようでした。黄色い
採れました。今後の課題は、ナスの苗を大きく育てる
小さな花は愛らしいです。
ことです。
お茶の他にはどんな使い道があるのかと、薬草図鑑
畑に通う道路沿いに、これまで目立たなかった花が
で調べました。毒虫に刺されて腫れるとか痛い、かゆ
よく咲いていました。ヒヨド
いという時、葉を揉んで汁をつけると効くと書いてあ
リバナ、ヤマアジサイ・アカ
りました。利尿にも薬効があるそうです。
ショウマなど。今までは笹の
畑に生える雑草の用途と、今まで知らなかった価値
強さに押されていたのです。
を見いだし幸せを感じています。
草刈りが入り、雑木林も明る
く元気になっているのを感じ
ガビチョウ(ヒタキ科)
ます。自然へ働きかけ、自然
江戸時代に中国から輸入され、そ
が 大 好 き に な り、
れが野生化したといわれる帰化
これからもいろい
鳥。大きさはツグミくらい。
ろ教えていただき
きれいな声で、まねできないよう
ます。
な啼き方をします。ここ数年、倉

カブトムシとトマト
絵・塙 明子

沢でもよく声が聴かれるようにな
りました。声が大きい割に臆病ら
しく、姿はあまり見ることができ
ません。(安孫子昭二氏撮影)
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私 の 畑 仕 事
田村

豊

「キュウリの収穫が多いね。もろきゅうが最高だ
ね。」最近の我が家の休みの日の会話です。畑を借
りて６～７年になりますが、今年は、キュウリ、ナ
ス、トマト、ピーマンを育ててきました。昨年に比
べるとキュウリの収穫が多く、元手はとれたかなと
思っています。昨年は（コストの高い）高級なきゅ
うりの収穫でした。
さて、今年、苗を選んでいるときに「マクワウリ」
を見つけました。自分が小学生のころ、田舎のおじ
いさんがよく栽培していて、帰省するたびにたくさ
ん食べました。その思い出がよみがえり、「今年の
本命は、マクワウリだ！」と決めました。
苗を植え、土日は畑に行き、苗の成長を楽しみにし
ていました。８月に入り、５個収穫することができ
ました。冷やして家族で楽しみました。懐かしい味
でした。
農作物を育てるコツは、声（肥え）をかけ、肥え
（声）をかけるほどよく育つものですと、以前読ん
だミヤコ蝶々さんの言葉を思い出します。

これに習って、畑に行くた
びに声をかけているのです
が、隣の畑がまだまだ素晴ら
しく見えてしまいます。秋に
向けて、ニンジン、ダイコン
の種まきをしました。昨年よ
り収穫を上げられるように
と、朝晩の水遣りを怠らない
田村さんの大根の発芽
ようにと思っています。
もう一つの楽しみは、倉沢里山を愛する会の月１
回の共同作業です。会員のみなさんと作業するの
が楽しみです。作業後の食事もおいしく、楽しい
ひと時を過ごすことができます。仕事の関係で、
毎月出席できないのが残念ですが、次回の活動を
楽しみにしています。
今後の活動の中で、畑の耕し方、堆肥や追肥の仕
方、苗の植え方、支柱の立て方などの講習会をし
て い た だく と、素 人の私 に は 大変 あ りが た いと
思っています。まずは、活動に参加すること、自
分で鍬を持って汗を流しながら耕し、収穫できる
ようにと思っています。少ないながらも、自分で
育てた作物を家族でいただく有難さを味わって行
きたいと思っています。

環境の保全と生物多様性の意味
里山や自然環境の問題を語るとき、必ず取り上げら
れるテーマの一つに生物多様性の問題があります。生
物多様性がなぜ重要なのかということはもはや自明の
前提として議論されることが多いのですが、では、な
ぜ生物多様性がそんなに重要なのかと改めて問われる
と、ちょっと詰まってしまいます。
聞きかじりを私なりに整理すると大体以下のような
ことなのかな、と考えています。
たとえば倉沢でも、手が入っていない山は笹で覆わ
れて他の植物はほとんど生育できません。これはこれ
で、鳥や動物の棲家になっていたり、多様性を担う機
能を持っていると考えられますが、植生的な視点から
は生物多様性はかなり低いということになります。
微妙かつ絶妙なバランスで成り立っている様々な種
の間の力関係に変化が生じると、それは生態系全体に
影響を及ぼします。植物の勢力分布が変われば、植物
に依存していた昆虫等の分布が変わり、それを餌とし
ている鳥や爬虫類・両生類たちの生活にも影響が及
ぶ。そうして、ごく小さな変化が動植物や菌類までも
含めた生態系全体に波及していきます。結果、自然環
境システムの中でしか生かしてもらえない私たち人間
も、いやでもその影響を受けることになるのです。
生態系は豊かであるほど生物の生存環境としての安
定性が増し、言い換えれば生物にとってのリスクは低
くなります。生態系の保全や生物多様性の確保は、単
に自然が好きか嫌いかとか、興味があるかないかとい
うような次元ではなく、人間にとって生存環境の安定
のための必要条件といえるのです。
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田村 裕介

永い地球の営みの中で気温や気候の変動は自然的に
起きてきたと考えられますが、人為的にそれを惹き起
こしたり加速したりすることは、結果として人間もそ
の一細胞としてしか生きていけない地球の自然環境シ
ステムを、自らの手で壊すことに他なりません。
私たちの日常でも、そこにあるはずのなかったもの
が普通に見られたり、今まで当たり前にあったものが
いつの間にかなくなっていたりします。
ナガサキアゲハという南方系の美しい蝶の南限は、
1950年には広島あたりだったのが、ここ数年は東京で
も確認されているそうです。今から50年後、東京は今
の鹿児島あたりの平均気温となり、ナガサキアゲハは
青森で見られるかもしれません。その時あの白神山地
の美しいブナ林はもはや生き残れないだろうとも言わ
れています。羽や足を持つ鳥や動物や昆虫は逃れるス
ピードも速いですが、植物が移動するのには数千年と
いう単位の時間が必要とも聞きました。
また温暖化から垂直方向に逃れ、今は高山に住み着
いている天然記念物の雷鳥には、もはや今以上高い場
所に逃れる余地は残されていません。
技術の粋を集めたコンクリートの巨大ダムが森を壊
し、その結果川や海までが損なわれ、さらには本来
恩恵を受けるはずだった人間社会が危険にさらされ
てしまったように、我々人間の浅知恵など到底及ば
ないのが地球環境システムなのだと知るべきです。
言うまでもなく、環境問題は本来地球的な視点で考
えるべき課題ですが、とりあえず私たちに身近な手の
届くところから始める事が出発点だと思います。それ
が地球的規模にまで広がっていくことを願いながら。
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倉沢のいきものたち (第6回)
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず)

コケってなに？
倉沢に興味のある方たちならば、その多様な植物に
興味を引かれていることでしょう。では、植物の定義
を聞かれて答えることはできますか？ そして、私た
ちが普段からよく目にする「コケ」は植物なのでしょ
うか？
植物の定義もいろいろあります
が、ここでは「葉緑体を含む独立
栄養型の野生生物」とします。葉
緑体とは、植物が光をエネルギー
源として、二酸化炭素を取り込ん
で酸素を吐き出す、いわゆる光合
成という活動を行うための器官です。
ヒトを含む動物は従属栄養型といい、外部から栄養
を摂取しなければ生命を維持することはできません。
一方で植物は前述のように独立栄養型ですので、自ら
栄養を作り出すことができます。この点が植物と動物
のもっとも大きな違いです。
前置きが長くなってしまいましたが、庭先でも見つ
けることができる、身近な野生生物である「コケ」
は、広義に用いられることの多い名称ですが、正しく
「コケ」と呼ぶべきものは蘚苔類（せんたいるい）、
いわゆるコケ植物のみです。一般に「コケ」という名
前は、蘚苔類のほかに、外見がとても似ている地衣類
（ちいるい）、高等植物までも含み、樹皮・岩石に付
着したり、地上に生育したりする微小な植物の総称と
なっている場合が多いようです。
蘚苔類は茎と葉をもつ立派な陸上植物類です。日本
には約2,500種の蘚苔類が分布しており、そのうち100
種以上が絶滅の危機に瀕しているといわれています。
一方、地衣類は、菌類と藻類からなる共生生物、いわ
ゆる複合植物です。外見は蘚苔類に似ていますが、そ
の構造は全く異なるものです。蘚苔類と地衣類の見分
け方は色と形を注意深く観察すればそれほど難しくあ
りません。蘚苔類はたいてい深緑か黄緑色をしていま
すが、地衣類は白っぽい緑か薄い青緑、もしくは青み
を帯びた黒っぽい色となります。近年では、蘚苔類は
環境の変化に対して敏感なため、環境の良し悪しを示
す環境指標生物として注目されています。このよう
に、鮮やかな花をつける植物以外にも、興味深い植物
はたくさんあります。
少し専門的になってしまいましたが、これをきっか
けに「コケ」に興味を持っていただけたら幸いです。
しかし、蘚苔類も地衣類も識
別がたいへん難しく、未熟な
僕には種の違いはほとんどわ
かりません。昨年の夏に倉沢
でコケを観察しようとして
まったくわからず途方にくれ
ました。どなたか倉沢のコケ
を詳しく調べて、僕に教えて
ください。
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栗拾い体験をしてみませんか
朝夕はだいぶ涼しくなり、虫
の声も聞かれ秋はもうすぐです
ね。食 欲 の 秋、倉 沢 の 栗 林 で
は、すでに早稲種の栗が落ち始
めています。
倉沢里山を愛する会が管理し
ている完全無農薬・有機の栗拾
いをして、栗ご飯、渋皮煮、甘
露煮など作ってみませんか？
作り方や保存法も色々ありますので楽しみですね。
栗拾いといってもこれも緑地管理の作業の１つで、結
構大変な労働ですが、栗は毎日絶え間なく落ちて、放っ
ておくとすぐ虫にやられてしまいます。
また栗拾いの作業の際には、貴重な植物を踏み荒らさ
ないことやイガの後片付けのルールがあります。
収穫した栗は、会員に１㌔300円のカンパでお分けして
会の活動費用に充てたいと思います。作業は１０月半ば
頃までの見込みです。原則として毎日、昼１２時から後
処理まで含めて２時間位の作業です。第２緑地に集合。
持ち物はレジ袋、蚊取り線香、飲料水、手袋（イガが
痛いので２重にする）、服装は、長袖、長ズボン、帽
子、バンダナ、長靴（底のしっかりした靴でないとイ
ガで痛い）詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

９・10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。
９月１８日(第３日）

（雨天の時は翌・祝日）

雑木林の下草刈り、栗イガの処理、他
お昼のメニューはかぼちゃのスープ。
集 合 １０時 第２緑地
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸、スプーン
１０月２２(第４土)

（雨天の時は翌日に順延）

雑木林の下草刈り、栗イガの処理、くい打ち他(予定)
今回は午後から開始、おやつに「お汁粉」を用意します
集 合
持ち物

１３時３０分 第２緑地
バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸、等

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆共同ファームの赤シソの葉がよく育っています。シ
ソジュースなど作られる方はどうぞご利用下さい。
☆会では皆の協力で作り上げた腐葉土を７月に分配い
たしました。１年半の時間と手間をかけただけあっ
てすばらしい腐葉土ができました。まだ残っていま
すので、秋蒔き野菜や草花栽培に御利用下さい。
３回目の配給となります。
☆好評のやまぼうしの牛糞堆肥も入荷しています。
10 ㌔入りで 500 円です。事務局までどうぞ。
☆ 8 月は作業がお休みでしたが、伸び放題だったアリ
スの丘の畦道や畑の周囲の雑草を、高木さん、加藤
さんに事務局も加わってやりました。皆様も畑の周
囲を、気がついた時に少しづつ刈って頂けると嬉し
いです。草刈機の御使用は事務局までどうぞ。

