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一度壊した自然を再び元に戻すことは不可能です。

生き物ばかりでなく、光や影、風や空気、温度や湿

度、そうしたものすべてを含む自然の豊かさを育んで

いるこの場所を残せて良かったと、あらためて強く感

じています。雑木林の手入れをきっかけに人と人が出

会い、その輪が広がってゆくことを願いながら、６年

目のこの会をもっと楽しく盛り上げて行きましょう。 

倉沢里山を愛する会 会報 
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あたたかい人の輪 大地に根づいて    田村はる子 

私たちが緑地保全の活動を始めてから丸６年、倉沢

里山を愛する会を立ち上げてもう５年経ちます。当初

は５人から７人集まればよいほうで食べ物などはもち

ろん何もなく、それでもただ緑地を残したい一心でひ

たすらカマで手刈りしていたのを思い出します。それ

が今では毎回５０名ほどの人が集まり大盛況の会とな

りました。しかも会員一人一人が仕事を要領よくこな

し活き活きと活動しているのをみると、逞しささえ感

じなんとも嬉しくなります。全員が黄色のバンダナを

つけて活動する様はすばらしく見事です。幸せの黄色

いバンダナです。 

ホームページをみて参加してくれる方も多く、外部

からのお客様や見学者も随分増えてその度に緑地を案

内したりしていると、この会もちょっと社会的に名が

知れてきたのかと、感慨を新たにします。 

緑地管理をしている団体の多くは行政がお膳立てし

てそれに市民が乗って活動する例が多い中、この会は

相続をきっかけに地主が主になって活動を始めたこと

に大きな特徴があります。周囲の山や田畑が次々と開

発される中、私を育んでくれたこの里山だけはそのま

ま残したいと強く思ったのがきっかけでした。峰岸夫

妻を始め皆様の絶大な応援と日野市の協力があって奇

跡的に残すことができ、父母が亡くなった後も変わら

ずにそのままの林の姿で維持できていることは本当に

幸せなことで、感謝しています。 

雑木林の中で手入れをしていると季節を肌で感じる

ことができます。これから春に向かい植物の芽出しの

時期は、春に生まれた私にとって、幼い頃からそうで

したが最もわくわくする時です。まずフキノトウが出

ることから始まり次々と開花する植物、特に淡い紫色

のスミレの花が群生している様は、しっとりとした美

しさでため息が出ます。雑木林を尐し離れて遠くから

眺めると、林は淡い微妙なパステルカラーに染まり、

生まれたての木々の芽は日に日に成長し、林の色は

刻々と美しく変化していきます。そんな時私は単純に

「ああ生きているっていいなあ、幸せだなあ」と思う

のです。ずっとこの林を生活場所にしているタヌキや

鳥や虫たちもきっと同じ気持ちに違いありません。 

あの時すべて崩して開発していたら、ここではこの

美しい情景はもはや見られなかったことでしょう。 
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倉沢里山を愛する会の皆様へ倉沢里山を愛する会の皆様へ  
 福島県郡山市・里山ビオトープ緑ヶ丘を作る会 

佐久間 勲 

片道２５０㎞、朝始発

の新宿行きの高速バス

で４時間、初めて乗る

京王線特急で３０分、

そしてミニバスで１０

分、本当に田村ご夫妻

にはお世話になりまし

た。郡山に戻って片道

５㎞のバス代が３８０円、たしか京王線特急３１０円

じゃなかったかとつい口に出ました。何か田舎のほう

が高いのでは？それはおいておいてまず感じたことは

田村さんから倉沢の設立経緯を伺い本当にびっくり感

動しました。そして里山ビオトープ緑ヶ丘は恵まれた

条件の中から出発している印象を受けました。 

私たちの会は、緑ヶ丘地域の残された里地、里山を

様々な生き物たちのドラマが観察できるビオトープ作

りで地域の環境保全と住民の世代を超えた新しい社会

参加のコミュニティを図ることをめざしています。 

郡山市愛護協力会（公園）の結成が承認され又１８

年３月までの期間で郡山市２１世紀の個性ある地域振

興支援事業に取り組んでいます。 

水と緑がきらめく未来都市郡山の緑の基本計画にあ

るように里地里山自然と生き物と共生する地域作りに

励んでいる所です。 

昨年夏には夏祭り１０周年記念事業として実行委員

に汗をかいてもらい又１７００戸、７０００人の緑ヶ

丘地区町内会連合会、各種団体の共同活動で何とか工

事進行中です。棚田、小川からオニヤンマ、サワガ

ニ、ドジョウ、タニシ等確認されました。市の公園と

いう制約の中で新しい里地里山をめざし地域住民の交

流の場と生き物と共生する地域作りをめざしたいと思

います。今日は公民館、子供会と協同で里山に巣箱を

設置したところです。めいめいの子供達の名前をかい

た巣箱に住んでくれるか子供達と話しています。 

かたちは違っても環境保

全と生き物との共生をめ

ざすところは１つと思い

ます。倉沢里山を愛する

会のメンバーの方々のお

話を聞き本当に感動、感

銘をうけました。人口３

２万の東北の地ですが、

水や自然に恵まれ、恵みを忘れている市民が多い中こ

の古里を再認識する意味でも倉沢里山を愛する会の活

動を参考にさせて頂きながら、具体的な方策を模索し

ていきたいと思います。倉沢里山を愛する会の皆々様

のご健康とご活動の発展をお祈りしつつペンを置かせ

ていただきます。 

尚福島郡山にお出での時はいつでもお声をかけて下

さい。そして里山ビオトープ緑ヶ丘をのぞいてくださ

い。お待ちしています。（２／１８来訪されました） 

  倉沢里山を愛する会に入会して倉沢里山を愛する会に入会して倉沢里山を愛する会に入会して   
 水村 茂樹・智子 

昨年５月に夫婦で「倉沢里山を愛する会」に入会さ

せて頂きました。きっかけは、日野市の広報にて当

会の存在を知り、以前は夫婦で一緒にスキーやテニ

スをやっていましたが年齢的に卒業し、緑や自然に

親しむナニかをやってみたいと考えておりましたな

かで早速入会させて頂きました。 

1月の梅の剪定作業に参

加させて頂きましたの

でその時の感想を尐し

書かせて頂きます。 

私にははじめての作業

でしたが小幡さんに親

切に御指導を頂き、な

んとか見よう見まねで

作業を行いました。小幡さんは私よりもひと回りは

先輩とお見受けしましたが、作業を始めるなり複雑

に枝の入り組んだ梅の木に身軽に登り手早く剪定を

行っている姿を見て、すごいなーと正直思いまし

た。私もたまにアスレティッククラブでストレッチ

などもやってるのだからと思い、登ってみようとし

ましたがとても出来ませんでした。 

それではと、脚立と２ｍ程の剪定鋏を使い高い枝を

剪定することにしました。はじめは恐る恐る枝の先

端を切っていましたが達人（小幡さんのことです）

は、なんと大胆にも更にその枝の根元の二股の太い

枝をバッサリ--------うーん成る程、スッキリして

いる。達人曰く「コツは枝が伸びた時のイメージを

して剪定すること、最後はその人の美的センスが大

事なんだ。」とおっしゃり、センスのなさを自覚し

ている私には難しいお言葉でした。とにもかくに

も、そうして作業が終わる頃には私もすっかり大胆

に枝を切ることに慣れていました。来年の春には学

習の効果をお見せしたいと思っております。 

前回、エンジン刈り払い機の使用法を教わった時に

も感じましたが、私にとって自然の中で日常の生活

とは全く違うひとつひとつの知識や知恵と作業を学

べたことは最近にない新鮮な喜びであり感動でもあ

りました。また、作業の後で会員の皆さんとお話が

出来ることも楽しい時間です。会員の皆さんの表情

がとても穏やかでいい顔をなさっているのも、里山

の癒し効果のひとつかなとも思っています。 

東京に奇跡的に残して頂いた貴重な倉沢里山に感謝

しつつ微力ながら私達夫婦も里山を守るお手伝いを

させて頂きたいと考えております。 

１月２２日、積もった雪の上で見つけたタヌキ(？)の足跡 ↑ 
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郷のことのように錯覚していたと思います。身近に同

じものがあるとは思わない。 

しかし今回の参加で、地元にも土と沢山の樹々に触

れ合える貴重な場所の存在に触れて里山の実際を見ま

した。また粗朶垣づくりや丸太一つ運ぶのにも、たく

さんの人を必要とする事を体で実感しました。例えば

ハイキング先で丸太橋を見つけたときに、脚蹴りなど

粗末にはできないと考える、人の苦労を知り、大袈裟

ですが意識に革命があったとでもいいましょうか。 

世の中では若年層にモラルの崩壊が叫ばれています

が、環境面だけでなく道徳面からも大変に有益な活動

であると考えました。 

このような活動が永続するには、地元に住む多くの

人々が大切にしていきたいと共通の認識になることが

必要不可欠なのです。私は稲城において似たような事

例を見ました。そのためにもこの地の存在がより多く

の人に伝わり、皆に永く愛される里山になればと願っ

ています。また、今後も様々な形で参加して里山のこ

とを色々と吸収させてもらいたいと思っています。  

１月２８日初めて倉沢里山にふれることができまし

た。見る、眺めるのでなく、まさに「ふれた」という

のが自分の受けた感覚です。当日は新年早々降った雪

がまだ残る冷たい空気の中でしたが、萌芽更新、粗朶

垣作り、丸木橋改修という活動に参加し、里山の土に

ふれ、木々にふれ、落ち葉にふれ、空気にふれ、会の

皆さんの心にふれました。 

実は、今まで興味や関心はあったものの、里山とい

うものがどんなものなのか、私はまったくわかりませ

んでした。テレビや書籍などの断片的な知識しかな

く、実際に見たりさわったりという体験も皆無に近い

のです。この里山を守る会の作業に参加し、里山を実

体験できたことは、実に貴重なものでした。やわらか

くしっかりとした土。真冬でも確かに生きている

木々。やがて里山の良い土となる落ち葉。里山の一つ

一つが初体験でした。また、会員の皆様のてきぱきと

した活動ぶりも初参加の自分には驚きであり新鮮でし

た。皆が進んで作業を見つけ、アイデアを出し、進ん

で体を動かすという協働・連携の典型です。この各々 

今回、初めて倉沢里山を愛する会の活動に参加しま

した。今回は粗朶（そだ）垣づくりと丸太橋の補修作

業でした。私は日野市北部、仲田小学校の卒業生で

す。小学校の隣には高さ２０ｍ級のケヤキとイチョウ

が、市内では稀有な規模の２４０ｍに渡り並木道を形

成し、小川の流れる緑豊かな国有地（自然体験広場）

があります。そこに市立体育館の建設計画があり、尐

しでも自然を広く残そうと、具体的な保存プランを練

り署名活動をしておりました。その活動がひと段落し

てさらなる広報の必要性を感じ、ブログと画像掲示板

を設けました。その際にこちらの会ホームページとリ

ンクしていただき、今回の活動参加となりました。署

名活動のプランを練るなかで、人間と植物の丁度良い

バランスはどこでとるべきかが課題となり、その中で

一つのキーワードが「里山」でありました。 

さて、最近のテレビでは「里山」が様々な形で扱わ

れています。そこでは棚田や昆虫などが主題となり、

“映像美”として扱われることが多いために、それは

遠くでの出来事、今になって振り返れば、まるで桃源 

ができることを無理なくやることで、連帯感も醸成さ

れるのでしょう。 

さらに、何より「里山は人々が守っている」という

ことを知れたことも私にとって喜びでありました。こ

れこそ、まさに「共生」です。「共生」というと「異

文化の人たちがお互いに理解し合って、共に生きる

（人と人との共生）」ことがよく注目されます。しか

し、私は「自然と人との共生」の大切さを忘れてはな

らないと考えています。私たち人間は大自然の中に生

きているのです。自然なしには生きていけないので

す。まさに、田村さんをリーダーとする倉沢里山を愛

する会の活動は、自然と人間の共生の必要性と重要さ

を示す典型であると感じます。 

今回の活動への参加で、自然を守り、共に生きるこ

との大切さを身体で知ることができました。このよう

な素晴らしい体験の場に参加する機会を与えてくだ

さった里山の会に感謝しなければなりません。ぜひま

た、「共生体験」（と私が勝手に決め込んでいま

す。）をさせてほしいと思っています。 

はじめて緑地保全活動に参加してはじめて緑地保全活動に参加してはじめて緑地保全活動に参加して    日野市日野 佐伯 直俊 

ぜひまた里山での「共生体験」をぜひまた里山での「共生体験」をぜひまた里山での「共生体験」を   さいたま市 髙野 英俊 

雪のため１週間延期になった１月２８日、日野市が事前に倒した木を粗朶垣にしたり、太い幹で丸木橋を改修したりしました。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆倉沢里山を愛する会として発足して５年経過しまし
た。皆様のご協力でその間活発に安定した活動を続
けて来れました。この機にあらためてお礼を申し上
げます。これからもよろしくお願いいたします。 

☆ご好評頂いている本ニュースレターですが、新年度
から季刉とさせて頂きます。本号が春号、次の夏号
は７月にお届けします。ご了承お願いいたします。 

☆新年度から、活動時の運営方法を尐し変更します。
事前申込みを不要として、当日自分で記入すること
などのほか、変更点はその都度ご案内いたしますの
でご協力お願いします。 

☆アリスの丘ファームの土留め補修用の資材（焼き杭
と板）を会で用意致します。必要な方は事務局にお
申し出のうえお使い下さい。 

☆上にも書きましたが、皆様に作って頂いた腐葉土
を、３月と７月に配布します。量は十分ありますの
で必要なだけお使い頂けると思います。容器をご用
意下さい。指定された場所からは原則としていつで
も使って頂いて結構ですが、カブトムシの幼虫がた
くさんいますので、その保護にもご留意下さい。 

☆会員の方が緑地に入る場合には、必ず会のバンダナ
を着用してください。パトロール（散策）しながら
ごみを拾ったり、緑地の状況を視察して、何か問題
がある場合にはご連絡いただければ幸いです。 

☆新年度のご案内をする時期になりました。よろしく
ご協力下さいますようお願いいたします。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第(第99回)回)  
茂木哲一(もてぎのりかず) 

春に向けての準備 

数年ぶりの寒さとなった今年の冬ですが、尐しず

つ、着実に暖かくなってきました。前回は冬でも暖か

い鳥の羽について書きましたが、防寒対策をとれない

野生生物の冬の過ごし方と春の迎え方はどうなってい

るのでしょうか。今回は私たちにとってとても身近な

野生生物であるカエルを例にとって解説してみます。 

日本には４３種類のカエルが生息しています。想像

していたより尐ないのではないでしょうか。ちなみに

植物は約８,０００種とされています。カエルの体温

は外気温によって左右されるため、あまり低温になっ

てしまうと体内の生理作用が滞ってしまいます。この

ような動物を変温動物といいます。一方で、自分で体

温調節ができるヒトや鳥は恒温動物といいます。体温

が外気温に左右されてしまうのは生きていく上で不利

なことのように思えますが、その反面で、哺乳類のよ

うに体温を保つために大量に食物をとらなくてもよい

という利点もあるのです。 

倉沢緑地ではヤマアカガエル

（右）を観察することができ

ました。日本でみられるアカ

ガエルの仲間はニホンアカガ

エルとヤマアカガエルです。

見分けるのはそれほど難しく

なく、背中の線がほぼ直線に

なっているのがニホンアカガ

エル、目の後ろで内側に曲がるのがヤマアカガエルで

す。アカガエル類は１～３月の早春の時期に卵を産み

ます。冬眠から覚める時期は気温に係わらず毎年ほぼ

一緒なのが不思議で仕方がありません。僕もそうです

が、目覚ましがないと起きられない（もしくはあって

も起きられない）ヒトにとっては耳の痛い話ではない

でしょうか。 

愛らしいカエルですが（苦手な人も多いですが）、

両生類は世界中で最も絶滅が心配されているグループ

のひとつです。両生類は進化の過程において魚類と爬

虫類の間に位置しているため、水と陸地が揃っていな

いと生息することができないのです。そしてそのよう

な環境は日本をはじめとして世界中で激しく減尐して

います。また、移動能力が低いことも、生息地が改変

されるとあっという間に姿を消してしまう要因のひと

つです。里山からわき出る水が田圃に流れ出て、そこ

にトンボが飛び交い、カエルが合唱をする、かつては

日本のどこでもみられた田園風景です。私たちがそれ

と引き替えに手に入れた便利さを再び捨てることはで

きないでしょう。昔に戻るのではなく、先に進み、新

しく自然を創っていくことが僕たちの世代に託された

宿題ではないでしょうか。 

ヤマアカガエルは、東京都のレッドデータブックを見る

と、この辺では「希尐種」とされています。昨年は万蔵院

台の栗林でもよく見られましたが、近くには水がないのに

どこで繁殖しているのか不思議な気がします。（事務局） 

３～６月のイベント情報 
従来通常の活動時、事前の申し込みをして頂いていま

したが、３月から簡素化し事前申し込み不要と致しま

す。当日受付で参加表に自分で名前を記入し、名札ボッ

クスから名札を付け、終了後は元に戻してください。 

３月１８日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

北緑地と竹林の整備、キウィ棚増設、他(予定) 

１３：３０ 第２緑地集合（時間をお間違いなく） 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

作業の後は熱々「お汁粉」で暖まりましょう。 

☆作業の後、万蔵院台で腐葉土を配布します。肥料の袋

などをご用意下さい。一輪車等もお使い下さい。 

４月１５(第３土)  （雤天の時中止です） 

春の散策会。東京都里山保全地域第１号に指定された、

あきる野市の「横沢入」の里山を訪ねます。(参加無料) 

☆今回はバスを使いますので人数に限りがあります。 

早めにお申し込み下さい。４：００頃帰着予定 

９：３０ 第１緑地駐車場（時間をお間違いなく） 

持ち物 バンダナ、弁当・飲料水、敷物 

５月１３日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の下草刈り、他(予定) 

１０：００ 第２緑地集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お皿、箸 

作業の後は野草のてんぷら、サラダ等でお昼です。 

６月１７日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の下草刈り、他(予定) 

１０：００ 第２緑地集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

作業の後は「すいとん」でお昼です。 
体長はオス約４㎝メス６㎝ 


