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倉沢里山の活動に参加して
８月に初めて活動に参加させ
て頂きました。活動には以前か
ら是非参加したいと思っていた
のですが、なかなか都合がつか
ず、参加できずにおりました。
私がこちらの会を知ったのは、
仕事で市民の里山活動に関する
情報収集をしていたことがきっ
かけです。あまりなじみのない
職業かと思いますが、建設コン
サルタントという業界で働いています。昨年から、福
島の方で里山公園に関する仕事を担当しております。
周辺の住民の方々といっしょに公園の計画を立ててい
るのですが、公園ができた後、どうやって維持管理し
ていくかというのが課題でした。地域の皆さんはその
里山にとても思い入れがあり、なんとかこの環境を後
世にも引き継いでいきたいという気持ちが強いのです
が、一人ひとりがどうやって参加したら良いのかが上
手くまとまりませんでした。私も机上の知識だけで、
実際の活動については体験がないので、なかなか話を
まとめきることができずに悩んでおりました。
そんな時、日本各地で活動している里山の活動につ
いて情報を集めていたところ、「倉沢里山を愛する
会」のことを知ったのです。私は日野に住んで10年以
上経ちますが、こんなにも近くに、全国的に有名な活
動団体があったとは驚きました。インターネットで市
民の里山活動に関する事例を検索すると、倉沢の名前
が沢山ヒットします。これは、是非、倉沢の活動を参
考にさせて頂こうと思った次第です。
ここ数年、市民参加型の業務に関わることが多く
なってきました。そんな仕事に関わっていると、自分
でも自分の住んでいる地域の活動に参加したいという
気持ちが強くなりました。でも、平日は仕事、土日は
家事、、、とても参加する余裕なんてないと、諦め
モードでしたが、この８月に一歩踏み出せたことが、
尐し自信につながりました。
皆さんがぱっと役割分担をし、てきぱきと仕事をこ
なし、さっと解散。初めてでも、仕事をさせてもらえ
たのがとてもうれしかったです。短時間でしたが、参
加できたという満足感がありました。非常に効率的に
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活動されているという印象を受けました。
参加後、早速年間スケジュールをカレンダーに書き
込みました。これからも都合のつく日は参加させて頂
きたいと思っています。今後ともどうぞ宜しくお願い
致します。
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里 山 に特 別保 護 区を
杉山寿々子
倉沢里山の脇の道を初めて通ったのは、１９８０年
の春でした。それから緑や農業の恩恵を受けて暮らし
てくることができました。里山は地主によって大事に
保護されている秘密の森でした。奥深い緑と、すがす
がしい空気がありました。
普段は足を踏み入れることのない里山で、特別に市
が企画した催しがありました。私は喜んで参加しまし
た。①万蔵院台遺跡と横穴墳墓の見学会。②萌芽更新
で切り出した木の炭焼き体験。③樹木や冬芽の観察会
です。それは里山の歴史と自然に接する貴重な体験と
なりました。
２０００年から里山は「倉沢
里山を愛する会」が管理する
ようになりました。月に１度
の作業日に２時間里山に入り
ます。私も参加して下草刈り
やクズ掃き作業をしていま
す。作業の合間に、木漏れ日や梢の先にある空を仰ぎ
見ます。樹々の間を渡ってくる風、草の香、腐葉土の
やわらかさを感じ、里山に身を置く幸せを味わってい
ます。里山は長い時間をかけて人の手が入りながら自
然が循環して、農業生産と生活に繋がってきました。
薪炭林の確保や堆肥作りでこの山を行き来した先人の
姿を想像します。静かな里山に息づく動物や植物を思
い浮かべます。
周りの緑が都市化の中に飲み込まれていく時に、こ
の里山を残し維持し続けた人々の意思を感じます。
しかし一方で、この里山がゆるやかに時間をかけて
公園化してしまうのではないかという不安もよぎりま
す。そんな風化を防ぐには、すでに公園として開放さ
れている多摩境の都立小山内裏公園が参考になりま
す。ここは丘陵地や谷戸の地形を生かして作られてい
て旧来の尾根道や山の中の細い街道も残されていま
す。公園の中に特別保護区があり網目のフェンスで囲
まれています。入口は施錠してあり、調査や管理、観
察会の時にだけ開けられます。動植物が人に踏み込ま
れることなく息づいている特別保護区は「サンクチュ
アリ」と名付けられていました。人の通る道はサンク
チュアリの緑を囲むようにできています。特別保護区
はフェンスがあるのに違和感がありません。それは人
が緑へ踏み込む間隔や距離が計算され、動植物が守ら
れているためではないかと思い
ます。この特別保護区は閉鎖的
な緑の保護に走る考えと批判さ
れるかもしれません。それでも
私は残された貴重な緑を保全す
るには有効だと考えます。現に
倉沢里山がここまで残ってきた
のは私有地という型の特別保護
区 だ っ た か ら で す。今 の 時 点
で、倉沢里山の一角に特別保護
区が作れたらいいなあと、私は
願っています。
カキ 塙 明子・画
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夏の草刈 汗をかいてデトックス
國分

知子

8月12日（土）の天気は曇り。参加者５０名は、雤が
降り出しそうだったので早めに仕事を終えようと、作
業は手際よく進みました。今にも降り出しそうという
のが、夏の作業には一番の能率促進剤。ロープが張っ
てある立ち入り注意の植物保全地区に、沢山の人に
入っていただき手刈りをしました。希尐種の手入れを
一人でも多くの方に覚えてもらうためです。来春には
たくさんの花を見ることができるでしょう。
作業で汗を流して、デ
ト ッ ク ス。毒 素 を 排 出
し た 後 は、安 藤 さ ん が
差し入れてくれた大き
な２つの新潟名産の八
色 ス イ カ と、峰 岸 立 枝
さんが畑で育てられた
赤紫蘇での手作りシソ
ジュースで喉を潤しました。西瓜は、腎臓病、高血
圧、むくみ、二日酔いに効果的。シソジュースは、解
毒作用があって、食中毒防止、不眠症予防に役立つと
言います。解散の時の参加者は、みんな３，４歳若
返っていたように思います。アリスの丘の共同畑で採
れたブルーベリーと田村さんのブラックベリーのフ
ローズンも大好評でした。
作業する上での反省としては、鎌はなるべく自分の
肩幅程度の中で使うようにした方が良いかと思いま
す。沢山の人が、一緒に作業している時に、あまり大
きく振り回すと危険
です。
今年の夏は例年に
なく、何者かにヤマ
ユリのつぼみを沢山
折られてしまい、花
を咲かすことができ
ず 残 念 で し た。ま
た、カブト虫を探し
て林に入る人のマナーが年々悪くなっています。
都市で緑を守る時、一番の問題が心ない人から如何
に植物を守るかということです。これからの課題であ
りますが、取り敢えず作業日以外にもバンダナをつけ
て林の作業路を散歩すると、会員の人がいるだけで、
心ない行動に歯止めがかかるのではないかと思いま
す。散策パトロールというところでしょうか。
毎日うだるような暑さの夏でしたが、林の中をみる
と、萩やアキノキリンソウが咲き、季節が確実に秋へ
と移っています。今、アリスの丘の梅の木の下には、
下村さんと三浦さんが
植えてくれた赤と白の
彼岸花が咲いていま
す。１０月は深まりゆ
く秋の里山、いも煮会
でお会いしましょう。
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おもちゃかぼちゃの王子さま
安藤 寿子
探し求めていた「かぼちゃ王子」にやっと出会えた
のは、去年の高山の朝市。大勢の仲間たちとのその一
角は、ピカピカと、後光がさしていました。
何しろ、初めて見たときから[かぼさま]のファン。
数年前のＮＨＫのローカルニュースでちらっと見てか
ら、私の幻の君でした。
おっ かけ。嬉しー い。感 激。早 速我が家 に連れ 帰
り、ひがな一日眺めては可愛い。かわいい。
家では会話の乏しい老夫婦のペット、お見舞いに連
れて行けば病室の人気者、泣く子も見れば笑う、と
「かぼさま」大活躍の日々でした。
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その内、娘が顔を描いてちょっと漫画チックな「か
ぼさま」になりましたが・・・。３月ごろからマイケ
ルジャクソン風になってきたので種を採り５月頃にま
いて５人の王子ができました。そして今夏、アリスの
丘 で「か ぼ
ちゃ王子２
世」誕生！！
天皇家もよ
うございまし
た が「か ぼ さ
ま」も や っ た
ね！で、め で
た し、め で た
し。

  
里山子供自然感察会に参加して
７月２９日（土）に峰岸立枝さんの指導で子供対象の自然感察
会が開かれました。自然を感じてもらいたいというこの催しに、
築地さんが親子３世代で参加して下さいましたので、それぞれの
感想を書いて頂きました。子供達が大きくなった時にきっと良い
思い出になることでしょうね。そしていつの日か里山を守るお手
伝いをしに帰ってきてくれたらうれしいですね。
築地 勝代(母)
二女と孫３人と一緒にこの会に参加しました。普段
人工的な水や林の中で遊んでいる子ども達に、倉沢
の里山の自然に触れさせたいと思っていたので良い
チャンスでした。
私の家から２０分程かけ、暑いーとか、田をみてオ
タマジャクシはいないかなどと言いながら歩き、里
山の入口に1歩踏み入れたとたん「涼しい」の声があ
がり、やはり子供は自然を敏感に感じ取るものなん
だとまず思いました。いろんな木があって、名前も
あって、木肌や葉の違いで見分けるものだというの
は小２と年長の子供には難しかったようですが、色
分けされた目印と真剣に取り組んでいました。
特に木にカブトやクワガタがとまっているのをみる
のは初めてで、非常に驚き、虫をもらって喜んでい
ました。「今度は皆と山の探検をしたい」そうなの
で、いろんな機会に参加
して、いろんなことを感
じたり、知ったりして欲
しいと思っています。
6 歳 よ しはら あおぞ ら
(孫)
かぶとむしをもらったの
がうれしかったです。

吉原 真希子(娘)
先日は里山感察会に参加させて頂きありがとうござ
いました。自宅の周辺に公園があり緑がいっぱいと
思っていたのですが、今回里山を歩いてみて、公園
というものはやはり人工的なもので自然とは全く違
うなあと改めて思いました。山の匂いがしました。
木や植物の種類がとても多く、昆虫もとてもたくさ
んいたのに驚きました。実のなる木や花の美しい木
もあるそうなので、また違う季節にも行ってみたい
です。木の名前もいくつか覚えることが出来たので
良かったです。子供達も木や草に興味が出てきたよ
うです。まだ落ち着いて説明を聞いていられないの
でご迷惑かもしれませんが、また参加させて下さ
い。よろしくお願いします。
このような自然を残したり、子供達に伝えていこう
という活動をされている会の皆様方には素晴らしい
ことだと感じました。
2年 よしはら ゆめか(孫)
カブト虫とクワガタをも
らってうれしかったで
す。木の名前をおしえて
もらったのもよかったで
す。こんどはみんなで山
のたんけんをしたいで
す。みたことがない虫が
いたのでびっくりしまし
た。
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倉沢のいきものたち (第11回)
茂木哲一(もてぎのりかず)
希尐種を通じて眺める里山への想い(1)
２年に渡って倉沢のいきものたち
を紹介していきましたが、いよいよ
次回で最終回となります。最後は２
回にわたって、絶滅が心配されてい
る野生生物たち、すなわち希尐種を
話題にしたいと思います。希尐種に
ついて考えていくことは、僕自身の
テーマでもあり、またより多くの人
に考えてもらいたいと願っているた
め、最終回のテーマとさせていただきました。
僕が希尐種に関心を持ったのは中学生の頃で、理科の
資料集でドードー（わずかに残った骨や皮から大型の
ハトの仲間と言われている幻の鳥）に関する文章を読
んだのがきっかけでした。人間に棒で殴られても逃げ
なかったために、ポルトガル語で「うすのろ」の意味
を持つ名前を付けられたドードーは、剥製すら現存す
るものはなく、人間の手によって絶滅させられた最初
の野生生物といわれています。わずか10年間で羽毛獲
得のために500万羽も殺され、一時は絶滅宣言が出され
たアホウドリ（これも人間に棒で殴られても逃げな
かったことが名前の由来です）の例を挙げるまでもな
く、人間の生活圏拡大による最大の被害者は野生生物
に他なりません。
鳥類に注目してみると、1500年以後に世界中で絶滅し
た鳥は尐なくとも128種と考えられており、さらに1988
年から1994年のわずか6年間で16種の鳥が絶滅していま
す。しかもこの数は今後より急激に増えていくと予想
されています。
倉沢でも生育が確認されているラン科の植物であるキ
ンランやエビネは、発見されるとすぐに盗掘されてし
まうことで有名です。倉沢には他にも全国的に絶滅危
惧種とされている植物が密かに息づいていて、その保
護活動も、愛する会の重要なテーマのひとつです。
絶滅というのは、その名の通りに、
地球上から個体と遺伝子がなくなって
しまい、二度と見られなくなってしま
うことです。この先の未来において生
命科学技術が発達しても、絶滅してし
まった生命を取り戻し、再び地球上に
繁栄させることは不可能なことです。
絶滅の危機にある野生生物を救おうと
いう考えは、哲学や倫理、思想を超えて守るべき人間
としての尊厳のひとつではないでしょうか。
野生生物のつながりを知れば、連鎖的に知識は増えて
いきます。そしてその源泉は深く、いくら知っても尽
きることはありません。「護る」ためには「知る」こ
とも大切な要素です。興味を持って自然を眺めれば、
そこに自然を守る叡智が潜んでいるはずです。里山は
そのような機会に触れることのできるかけがえのない
貴重な場所です。次の世代のために里山を残していく
ことが、自然を愛する私たちの使命だと思います。
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９月の活動報告
９／１７(日)、参加者５０名で、第１緑地と第２緑
地、それに続くタラの丘の笹刈りを機械中心で行いま
した。今回は作業場所を集中的にやりましたのでとて
も効率的に出来たと思います。反省点としては、保護
区内の刈り方の指示が不徹底なところがあり、やりす
ぎてしまった面がありました。事前と当日の朝、三浦
さんが第２緑地広場の草刈りをして下さいました。
作業後はカレークリームスープがメインでしたが、今
回は沢山の差入れもあり豪華な食卓になりました。三
浦さんは自分の畑のジャガイモを徹夜で「芋餅」に加
工してくれ、斉藤満里さんはブドウパンを焼いてくれ
ました。中尾さんの畑のプチトマトも甘くて好評、木
村さんからはカボチャ、田中さんからはお菓子、山本
さんからは畑の赤シソを大量に差し入れていただきま
した。今年不作だった栗も茹でて中々の人気でした。

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（雤天中止）
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 むかし小学生だった方も歓迎
申込先 042-591-0605、峰岸まで （当日も可）

１０～１２月の活動予定
１０月８日(第２日） （雤天の時は翌祝日に順延）
落ち枝・栗イガ整理他 （フリーマーケット開催）
１０：００ 第２緑地集合
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、皿、箸
作業の後は「里山いも煮会」、焼きそばなども(予定)
１１月１８日(第３土） （雤天の時は翌日に順延）
下草刈り他(予定)
１３：３０ 第２緑地集合
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水
作業の後は「焼き芋」(予定)です。
☆秋から冬の季節は午後の活動になっています。
１２月９(第２土)
（雤天の時は翌日に順延）
落ち葉掃き他(予定)
１３：３０ 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｢お汁粉」(予定)をどうぞ。
☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆定例の活動日には、保護する植物が刈られないよう
に、毎回作業の１時間前からマーク付けをしていま
す。植物をよく知っている方が指導しながら行いま
すので、是非沢山の方の参加をお願いします。

