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倉沢里山小学校１年生
アリスの丘組 五坪恒夫・寿満子
５年ほど前、妻から「里山を愛する会」への入会を
勧められましたが、私は当時仕事で精一杯。さらに
引っ込み思案の性格から見向きもしませんでした。
サラリーマンを終えた昨年、日野市の援農ボラン
ティア養成講座「農の学校」で土作りから収穫までを
学び、さらに、ひの市民大学の「野菜づくり」講座等
で農を学び脳の活性化に努めていた折、まちのごみを
考える会の中尾代表の紹介でこの会に入会、畑も借り
ることができました。（以前のこともあり、妻には深
く頭を下げて許しを得ました。）
５月の下草刈りが私たちのデビュー。「鎌を初めて
使う妻が心配」「腰痛持ちの私が無理をしなければ」
お互い気掛かりなままで作業が始まりましたが、皆さ
んの自発的な行動、年齢を思わせない精力的な作業に
引き込まれ、あっという間に終わってしまいました。
筍ご飯と野草の天ぷらの昼食のおいしさは格別でし
たが、ここでも皆さんが自発的、積極的に箸を運ぶ姿
に驚きました。ドクダミの天ぷらは早速試しました。
６月の作業は雨上がりの蒸し暑い日でした。役割分
担がスムーズに決まり作業開始。刈り払い機に不慣れ
な私は杭打ちに参加、３本も打つと、もう汗びっしょ
り。休憩は？水分補給は？ その後第１緑地からタラ
の丘へ応援にも駆けつけました。
昼食はすいとん。「この暑いときに」と思ってしま
いましたが、沢山の具の味が程よく、昔の給食のよう
にお替りの列に並びました。
２回の参加でいい汗をかいたことは勿論ですが、皆
さんの行動力、積極性、エネルギーはどこから生まれ
るのか？ 驚くばかりでした。
畑を始めた４月下旬の強風の日、初めて２人の協働
作業。マルチトンネルのビニールを張る時、「伸ばし
て、しっかり持って、ほら曲がってる、そこを歩いて
はダメだ・・・」（家を出るときから、その身支度で
は作業が出来ないとクレームをつけていました。）何
とか妻を巻き込もうと考えていましたが、「自分で好
きにやったら」の一言で大失敗。
それでもきゅうりの収穫を頼んだら２つ返事。沢山
採 れ た き ゅ う り を、孫 た ち と 味 噌 を つ け て 丸 か じ
り・・・。ようやく機嫌も直りました。

畑ではつい｢あれもこれも｣となり、10種類を歩く場
所もないほどに作付け、つい夢中になり肩にも力が
入ってしまう性格が出てしまいます。あくまでも目標
は２人の協働作業。田村奥様に「テントウムシダマシ
が多いですね」、「皆さん毎朝捕っていますよ」。こ
の一言で目が覚めました。なんと私の考えの甘かった
こと。現在は自家製の有機肥料と、木酢液を試用して
います。皆さんのお節介をお待ちしています。
活動に参加して３ヶ月、倉沢里山が自分たちのもの
と云う実感はまだありませんが、毎月の活動に参加す
ることで１日も早くその日を望んでいます。畑は焦ら
ず、自分たちの味がする野菜作りを、小学校卒業まで
には達成したいと思っています。
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倉沢里山を尋ねて

里山に棲む贅沢
朝山

八木が谷北市民の森を育む会 土五和子
昨年の５月にインターネットで検索したときに「倉
沢里山を愛する会」ＨＰを偶然に拝見いたしました。
いつかは尋ねたいと思っており、５月２日に尋ねるこ
とが出来ました。あいにくの雨でしたが、循環バスに
間に合わず車で出迎えていただき、田村さんの家にご
案内いただいたときは、森の近くの方が関わってい
らっしゃるんだと直感的に思いました。身近な人が関
わることが大事だと活動の中で
感じておりましたので。
いろいろお話しいただき相続
が発生したときの先進的な事例
だと、又、次の世代の子供たち
に自然環境を残し、受け継ぐこ
とが出来たことは大変有意義な
ことですね。
私の関わっている「八木が谷北
市民の森」も６人の地権者の方から船橋市が借り受け
て市民に提供している森で、いつ相続が発生してもお
かしくない状況です。大変関心のあるお話を聞かせて
いただき、早速森に。雨も小降りになり、雨のときは
雨の森の顔を見せてくれますので私は雨の森が大好き
です。小高い丘にあり本当に手入れが行き届いている
雑木林だなあーという感じを受けました。野草の多さ
には驚きましたし、羨ましかった。暗かった森も間伐
等で林床に日が当たると何十年も眠っていた芽を出し
てくれますので巣晴らし生命力を感じますね！
私の関わっている森は杉、ヒノキもある混合林です
ので、又、船橋と風土、歴史、文化も違いますので
違った印象の森で倉沢の土地の感じを受けました。
直ぐそばに市民農園（アリスの丘ファーム）がある
のも魅力ですね、目玉かもしれませんね。 私の森は
フクロウの社会訓練の場であり、それも目玉です。
市民活動を続けていく中
で、私も試行錯誤して今
年で８年目を迎えます
が、行 政、他 の 環 境 団
体、スタッフとの関係い
ずれも大なり小なり問題
があり、悩みは尽きない
といったら悩みになるで
しょうし、楽しみといっ
たら楽しみになるでしょうから、楽しみと考えておき
ます。
人間一人では生きられない動物ですから、いろいろ
な形で助け合い、支えあって生きていくことがベター
なのかな。又、この地球上にも人間だけでなく、いろ
いろな動物が関わりあって生きているんだという自覚
を常に持ち続けて、私たち人間が、その上で考え、行
動をすることが大事なのかなあーと。
倉沢里山の峰岸会長、田村事務局長ご夫妻お忙がし
い中、本当に楽しい時間を持てました、又、お尋ねし
たいと思います。今度は副代表と一緒に。
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４月１５日に春の散策
会に参加した。東京都
の里山保全地域第1号に
指定されたあきる野市
の「横 沢入」の 里 山 を
訪ねた。ＪＲ亓日市駅
と増戸駅にはさまり、
秋川渓谷に沿ってふと
ころに田をいだく緑のオアシスである。バランスの取
れた生態系を保ち、４７ヘクタールの空間に豊かな生
物相を見ることが出来る自然の宝庫である。伊奈石の
石切場跡の側の沼でトウキョウサンショウオの卵を見
た。沢のせせらぎ、谷戸田とそれを取り囲む雑木林が
作り出す地形、こんな近くに、このような素晴らしい
場所があるとはびっくりした。今までアリスの丘の
ファームで野菜を作り、倉沢里山を愛する会のイベン
トに参加してきたが、あまり深く自然について考えな
かった自分を反省した。多くの人が、自然を楽しみに
来ている光景を見ると、自然を守る大切さを感じた。
自然を楽しんでいる人々の顔は美しい。笑顔が皆素敵
である。のんびりと自然にとけ込み、カップルで、家
族でその時間を、空間を楽しんでいる。
「横沢入」の里山を訪ねてから、「倉沢里山」を見
る目が変わってきた。今まで早朝、野菜の様子を見に
ファームに行くだけで
あったが、今は時間が
あ れ ば「倉 沢 里 山」を
散策するようになっ
た。誰 もい な い 中、自
然のすがすがしさを感
じ る。自分 た ち が、下
草刈りや落ち葉掃きな
落ち葉を集める朝山さん
ど活動してきた雑木林
を散策しながら、又違った感慨にふける。朝のスミレ
の群落が素晴らしい。木々の間から射す日の光を浴び
ての散策は何とも言えない。未だ現役生活で朝の時間
は貴重だが、ファームに来るときは自分の野菜だけを
見て終わらず、「倉沢里山」を散策するようになっ
た。散策すると、倉沢里山を愛する会の活動の、里山
の自然を守る大切さを実感する。
安積 得也の「人間賛歌」にこういう詩がある。
はきだめに えんど豆咲き
泥池から 蓮の花が育つ
人皆に 美しき種あり
明日なにが咲くか
「倉沢里山」を散策するとこの詩が
いっそう心に響き、日々の暮らしと自
然の関わりの大切さを感じる。
また、自分の家の近くにこのような素晴らしい里山
がある贅沢さを感じる。
これからも大切にしたいものだ。
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倉沢里山を満喫

Ｙ.Ａ.

初めまして。私、連れ合い、娘２人の家族４人で倉
沢の会に参加しております。結婚してから百草の団地
に住み、倉沢を散歩コースにしていましたが、ご縁が
あって第２緑地近くに引っ越し、倉沢の四季を満喫し
ております。土曜日出勤という仕事柄、私はなかなか
会に参加できませんでしたが、ひさびさに参加した５
月の会、草刈り機を生まれて初めて使っての下草刈り
を担当しました。一緒に組んでくださった方（お名前
を失念してしまい、大変失礼しました。この場を借り
てお礼申し上げます）に、草刈り機の使い方を教えて
いただきました。多くの人がいっせいに力を合わせる
と、広い緑地もあっという間にきれいになり、待望の
食事の時間です。当日は、タケノコごはんや、山菜の
てんぷらをおいしくいただきました。特に、たらの芽
のてんぷらは、口当た
りの上品さ、甘さに、
ただただ驚くばか
り・・・。普 段、ス ー
パーで売っているてん
ぷらで満足していた私
は、生きていてよかっ
た～と、しみじみ幸せ
をかみしめました。

自然いっぱいの里山
「これがトリカブトか。」
ぼくが里山で、はじめて里山の植物をお父さんに教
えてもらったのは、今から５年前です。トリカブトは
本で、もう毒の植物ということは知っていたけれど、
実際に見たのは初めてでした。ぼくはトリカブトに
は、毒があってとても怖いものとばかり思っていたけ
れど、実際は、もみじのような葉っぱで、花も青むら
さき色でとてもきれいでした。それから、里山にはキ
ンランやギンラン、ヤマユリなどが生えていて、ぼく
がずっと見たかったシュンランも春先に花がさいて、
そのときはすごく感激しました。
そしてなにより楽しみなのは，春の里山の作業の後
に食べる山菜料理と、里山に夏から秋にかけて出る、
赤いタマゴタケのバター炒め、それから秋のしゅうか
く祭です。釜で炊いたごは
ん は、お こ げ が つ い て い
て、とてもおいしいです。
夏には、カブトムシ、カナ
ブン、いろいろなチョウな
どがクヌギの木によく集
まってきます。
でも，こんな里山にもがっ
横沢入散策会でお父さんと
かりすることもあります。
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倉沢の会に参加して思うの
は、皆様が自然を深く愛して
いらっしゃること、そして、
この自然を大切にして、守っ
ていこうという志を持ち、そ
れを実践しているというこ
と。これまで私も心のなかで
は、木々や草花を愛しており
ましたが、その思いを行動に
移していくことが大切だということを倉沢の会の方々
が教えてくださいました。また、それは一人で行うよ
りも、多くの方と力を合わせて行えば、つらい力仕事
も楽しく心地よいのだということを、感じ入っており
ます。
私が会に参加できなかったとき、娘や連れ合いだけ
で参加することもありました。その折は多くの方々か
らご配慮と優しさをいただき、ありがとうございま
す。今後もそういった参加をすることがあるかと思い
ますが、特に娘達はまだ幼く、分別がつかないところ
がございます。皆様方の作業の支障にならないよう気
をつけておりますが、ご容赦いただけましたら幸いで
す。
緑地近くに住む私としましては、今後近隣の方を会
にお誘いできれば、とわずかばかりの野望を持ってお
ります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

（日野第六小学校5年）富士町

亓月女 悠

たとえば、かってに里
山に入ってヤマユリをへ
し折ったり、植物を根こ
そぎ持っていってしまう
人がいるのです。
里山には、絶滅が心配
されている植物がありま
友達と杭を運ぶ悠君(右)
す。たまに花屋さんの山
野草コーナーにタマノカンアオイとかキンランなど
が売られていることがあります。その時ぼくは、
「この植物は，どこにもともとあったんだろう。」
と思ってしまいます。
実は、里山に絶滅危惧種Ⅱ類（ＶＵ）で、しかも
１００年後の絶滅確率が約９０パーセントという、
たいへん貴重なものもあります。そういう植物が絶
滅しないためには、みんながそういった植物を大切
にいしていけばいいと思います。
最後に、ぼくは倉沢里山を愛する会の人たちにや
さしくしてもらってとても感謝しています。これか
らも、里山の会にどんどん参加していきたいと思っ
ています。そして動植物の保護にも役に立ちたいで
す。ぼくは、里山に会えてとてもうれしく思ってい
ます。 里山、ありがとう。

倉沢里山を愛する会事務局のメールアドレスとホームページアドレスが変わりました。アドレス帳
の訂正をお願いします。
Email: info@alice-fm.info
URL: http://alice-fm.info
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倉沢のいきものたち (第10回)
茂木哲一(もてぎのりかず)

土の中の生き物たち
この連載も10回を数えることとなりました。毎回の
ご愛読心より感謝致します。第1回の文章を読み返し
てみると、次のようなことを書いていました。「地球
上がカブトムシでいっぱいにならないのは、もちろん
カブトムシ自身の寿命もありますが、カブトムシを食
べる動物がいるからです。その代表にフクロウの仲間
であるアオバズクがいます。（後略）」記念すべき？
第10回ということで、今回はここから話を膨らませて
みたいと思います。
地球上がカブトムシでいっぱいにならない理由はわ
かりました。では、地球上がアオバズクでいっぱいに
ならないのはなぜでしょう。もちろんアオバズクを食
べる野生生物がいるわけですが、では「アオバズクを
食べる野生生物」を食べる野生生物は？早口言葉みた
いになってしまいましたが、それを突き詰めていく
と、「分解者」と呼ばれる、主に土の中をすみかとす
る野生生物の存在に突き当たります。
分解者は、一般には嫌われ者のダニや、誰もが目に
したことのあるミミズも含まれます。ちなみに、ダニ
の仲間のうち、動物の血を吸うダニはほんのわずかだ
そ うで す。ま た、カマア シムシ、ト ビムシ、シ ミと
いった、あまり耳にすることがない昆虫の仲間もたく
さんいます。分解者と呼ばれる昆虫類は原始的な生態
を持つものが多く、チョウやトンボとは分類上の位置
が大きく異なります。彼らの生態を深く知ることは進
化にも迫ることになるので今後の研究がまたれます。
これは余談ですが、地上では死骸を目にする機会は
それなりにありますが、海の生き物の死骸を目にする
ことは尐ないようです。もちろん地上に比べて海の面
積が広大というのもありますが、これは陸域生態系と
海域生態系の仕組みに大きな違いがあるようです。前
述のように、陸域生態系は野生生物の死骸を土壌微生
物が分解し、土になることで循環していますが、海中
生態系は、野生生物の死を待たずに生きているうちに
捕食することで生態系が循環しているのです。
土の中の生き物は、あらゆる野生生物の中でも最も
私たちの身近な生き物と言えるかもしれません。体の
大きさがミリ単位だったり、姿が気持ち悪いといって
注目されることはあまりあ
りません。いつも締めの文
章 が 似 通っ てし ま います
が、これをきっかけに、里
山の土を豊かにしてくれる
目に見えない土壌生物にも
注目していただけるように
ハサミムシ
なれば幸いです。
☆倉沢に隣接する百草山の一画を崩す大規模(1.6ha)な
墓地開発計画が浮上しました。自然環境保全の立場か
ら倉沢里山を愛する会として日野市ほか関係先に計画
撤回を要請しています。皆様のご協力お願いします。

№ 38. 2006/
2006/夏
夏 (4)

里山子ども感察会のお知らせ
－林の生き物と仲良しになろう－
日 時 7月29日(土) 9時30分～11時（雨天中止）
集合場所
倉沢第１緑地
持 物 筆記用具、あれば虫眼鏡、水筒。防蚊対策
終了後林の広場で昼食をとって帰りたい人
は、食べ物持参自由。(指導)峰岸立枝
対 象 小学２年生以上。幼児は大人付き添いをお
願いします。大人だけでも参加歓迎
申込先 042-591-0605 峰岸、7月27日まで。

子どもミニ遺跡教室のお知らせ
－縄文土器・石器を探そう－
倉沢里山の一角に昔の土器や石器を山積みにした
場所があります。みんなで縄文時代の土器や石器
を探し出してみよう。(指導)峰岸純夫・我孫子昭二
日 時 10月21日(土) 9時30分～11時（雨天中止）
集合場所
倉沢第２緑地
持 物 小さいスコップや土掻き具、ポリ袋など
対 象 小学生 父母同伴歓迎
申込先 042-591-0605、峰岸、 10月19日まで

７～１０月の活動予定
７月１６日(第３日） （雨天の時は翌祝日に順延）
下草刈り、くい打ち他(予定)
１０：００ 第２緑地集合
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、スプーン
作業の後は具沢山の「ミネストローネ」です。
☆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。
８月１２(第２土)
（雨天の時は翌日に順延）
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、コップ
作業の後は冷たい｢シソジュース」をどうぞ。
９月１７日(第３日） （雨天の時は翌祝日に順延）
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、スプーン
作業の後は「カレースープ」ほか。
１０月８日(第２日） （雨天の時は翌祝日に順延）
下草刈り、他
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「ミニ収穫祭」芋煮、焼きそばなど(予定)
皆様の手作り料理も歓迎です。
☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆第１緑地駐車場トイレの清掃を会員Ｔさんの奥様が
自主的にして下さっています。この場を借りてお礼
申し上げます。会員の皆様も清潔維持にご協力お願
いします。
☆８月中旬から栗の整理が始まります。お手伝い頂け
る方は事務局までお問い合わせください。

