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 初めて活動に参加して初めて活動に参加して  
 自然教育研究センター 伴 昌彦 

私は昨年４月から都立長沼公園・平山城址公園の雑

木林ボランティアのコーディネートの仕事で関わらせ

ていただいております。コーディネートとは言って

も、里山のことはまだ分からないことだらけです。も

う尐し里山のことを勉強してみようと調べるうちに倉

沢里山では雑木林が市民による農との循環の中で守ら

れていることを知り、倉沢里山を愛する会の１２月の

活動に初めて参加させていただきました。 

私は府中に住んでいるのですが、地図を見ると倉沢

里山とは距離も比較的近いようです。当日は天気も良

好。自転車で多摩川の土手を走り、関戸橋を超えて

やって来ました。 

長沼や平山に比べると面積は狭いですが、雑木林の

すぐ脇に畑が広がった里山らしい雰囲気です。この日

の作業は落ち葉掃き。私も参加させて頂きました。こ

の日は私が集合場所を間違えたため、皆さんに自己紹

介ができなかったのですが、初めてでも違和感無く受

け入れて頂き、気持ちよく仕事が出来ました。小さな

お子さん連れのご家族で参加されている方もいて、皆

さんが楽しそうに仕事をしているのが印象的でした。

準備をされるのは大変だと思いますが、活動の最後に

食事があるのもいいですね。お汁粉やシイタケ、おい

しく頂きました。 

公園だと落ち葉を掃いてもなかなか利用する所まで

いきませんが、ここではすぐ横に市民農園があるので

堆肥を自分達で活用できるという利点があります。雑

木林の循環が途切れてしまった今、里山保全というと

どうしても保全のための保全になりがちですが、この

里山では昔の循環が形を変えてある程度残されている

のが魅力だと思い

ます。畑をやる人

は雑木林の活動に

参加するのが義務

だという話を聞

き、この場所が本

当に自分達の里山

になっているのだ

なと感じます。 

これからの都市近 

郊の里山のあり方を考える上でのヒントになりそうな

気がします。 

休日の都合が合えば、また参加したいと思います。

倉沢里山を愛する会の皆さんも、平山城址公園・長沼

公園の活動にも是非いらして下さい。 

会員と落ち葉を運ぶ伴さん（中央奥） 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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落川 片山 悦子 

倉沢里山を愛する会の会員になって学ぶことが色々

あります。その学びの中で最近腐葉土について感じた

ことをひとこと。 

 春に秋に何度

となく行う『落

ち葉はき』、掃

いても掃いて

も、掃ききれな

いほどの落ち葉

をビニールシー

トに集めて、四

方を板囲いした

集積場所の中へ

運び込む作業があります。運び込んだ落ち葉の上に乗

り踏み固め、木枠から盛り上がるほどになった状態の

まましばし寝かされます。長いこと程よく寝かされて

出来上がったものが腐葉土です。 

腐葉土とは読んで字の如く葉っぱが腐ってできた土

です。炭焼き小屋の横に長い間寝かせて出来上がった

腐葉土が配布された時の事です。その時目にした腐葉

土が今でも脳裏に深く刻まれています。それは、木枠

の隙間からさらさらとまるで砂がこぼれ落ちる様に出

ている感じでした。手にとって見るとふわふわとした

手触り、弾力があり気持ちの良い感触でした。 

今までホームセンターなどで買い求めていた市販の

腐葉土とは明らかに違いがありました。それは枯れ枝

が混入し、ガサガサとする手触りで、今まで一度も気

持ちがよいと感じたことはありませんでした。今に

なって感じたことは、不完全な状態（腐葉土になる以

前のもの）で販売していたのではないかということで

す。そして又腐葉土をスコップですくうと丸々と太っ

たカブトムシやクワガタムシの幼虫が何匹も出てきま

した。結局幼虫がかわいそうだと思い、手のひらス

コップで袋づめをする事にしました。良質の腐葉土

は、大きくて元気なカブトムシ、クワガタムシの幼虫

が作ってくれるのです。昨年の夏、田村氏宅の庭木に

は大きく立派なカブトムシ、クワガタムシが何十匹と

飛来しました。虫たちと良質の腐葉土とが互いに支え

あっていることをまさしく証明してくれたのでした。 

長芋の新メニューはいかが 
 聖ヶ丘 山本 三恵 

手軽でボリュームがあり、食感がまさか長芋？と楽し

い食卓になる、新しいメニューを紹介します。 

①皮をむき一口大に乱切りする ②ボールにいれ

て軽く塩コショウをし片栗粉を加えて混ぜる ③油

で揚げる（好みでしっかり揚げてもさっと揚げても

大丈夫） ④③の長芋と豚バラ肉をフライパンに油

をひいて炒める ⑤仕上げに塩とコショウで味をと

とのえる 

ちょっと色どりを添えて、さあ召し上がれ。 

入会のきっかけと里山への想い入会のきっかけと里山への想い  
   百草 米山 秀彦 

 咋年７月、広島に３年ばかり住んでいた孫一家が、

転勤で上京し２ヶ月ほど同居することになりました。 

６歳の孫はことのほか昆虫好きで、この孫にせがま

れて毎日、蝉だトンボだ蝶々だと補虫網を持っては家

の付近を歩き回っておりましたが、７月の下旬頃でし

たか、ご近所の小幡さんの奥さんからカブトムシいら

ない？と、声をかけられました。聴けば人工飼育では

なく、自然の林の樹木にたくさん群がっているところ

に案内してくれるという、まことに不思議な話です。 

この付近の自然の林といえば、いわゆる里山、百草

園の八幡神社付近の雑木林でもコクワガタなど何匹か

採りましたが、この時期、自然のカブトムシにはめっ

たにお目にかかれません。なおも聴いてみると、樹木

はクヌギやコナラではなく、ライラックだと言うので

す。こうなると、孫よりも私のほうがいたく興味をお

ぼえまして、案内され着いたところが里山に囲まれた

田村さんのお宅の庭でした。スズメバチ捕獲のための

仕掛けにカブトやクワガタも集まってきていて、孫は

大喜び。私も里山が大好きなものですから、小幡さん

や田村さんから里山を愛する会の説明受け、早速孫一

家と入会いたしました。初のイベント参加は８月の下

草刈りで、以後毎月のイベントには楽しみながら参加

しています。 

わが国最高の知性といわれる哲学者の梅原猛は「森

の思想」こそが環境破壊や精神の崩壊から人類を救う

と、世界に向け繰り返し提言しています。彼は日本が

世界に最も誇るべきものとして、日本の森を挙げてい

ます。全国土の６７％が森林であり、しかもその森の

うち５４％は天然林です。先進国にしてこれだけの森

を保有している国はないそうです。 

 日本にこのよ

うに多くの森が

残された原因と

して、二つ挙げ

ています。一つ

は日本に農業が

導入されたのが

遅かったこと。

もう一つは、そ

の農業が養豚以

外の牧畜を伴わ

ない稲作農業が

中心であったこと。そして日本の森の３分の１は開拓

され水田化されたけれど、３分の２は山であったた

め、ほぼそのまま森として残されたというわけです。

森を里山に置き換えてみると「里山の思想」が人類を

救うとも言えます。早春の木々の芽吹き、盛夏の樹間

を吹き抜ける極楽の余り風、晩秋の散りしきる落ち

葉、真冬の梢の冴え冴えと天に伸びる様、どれをとっ

ても心和みます。里山は心のふるさとでもあります。

遠く縄文の時代から私たち祖先が大事にしてきた里山

を皆さんとともに愛し守っていきたい思っています。 

12月の作業では植物保護区のロープ柵

を更新しました（左端が米山さん） 
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 この前は、

いせきのこ

とや、ここに

なにがすんで

いたかをおし

えてくれまし

た。ありがと

う ご ざ い ま

す。 

まだ見つけたかったけど、すごくきちょうなものを

くれてありがとうございます。ちかくにいる場所なの

に、でてくるかずと、きちょうな物ってちがうんです

ね。たいへんすごい勉強になりました。 

まだまだおくまでほっていれば、つぼがかんせいす

るところでした。 

あと、カブトムシのようちゅうもとれたし、ものす

ごく楽しい1日でした。またいせきほりをやらせくだ

さい。         （三沢 諸藤凌太郎(小4)） 
 

 

 真慈悲寺プロジェクト研修会の最終日に、峰岸さ

ん(先生は禁句)から倉沢里山で石器・土器を再調査す

るとのお話があり参加しました。当日はメンバーの

「昔の子供」６名、虫好きな双子のお嬢ちゃんや小学

生を含む倉沢里山を愛する会の方々等、２０数名が集

まりました。緑陰での専門家の先生による縄文時代の

講義の後、里山の木の根元に山積みされた石を、ワイ

ワイガヤガヤと楽しみながら石器らしきものを選別、

素人には石器と思える物が専門家には「単なる石」と

判定されてがっかりしたりしながらも、約２０点の石

器が確認されました。 

また土器は小道を土掻きで掻くだけで破片が出るの

にはびっくりしました。こんな身近に縄文時代がある

なんて驚きでした。最後に峰岸さんの案内で万蔵院台

の庚申塔、古墳２基を見学、またまた驚かされまし

た。百草園周辺の太古からの流れを感じた一日でし

た。            （三沢 高橋 俊行） 

 私は日野市に移り住んで４０年ですが、日野に長

く奥深い歴史があることを全く知らずに過ごし、何

時の間にか定年退職しました。今は約８００年前の平

安末から鎌倉時代にあったという真慈悲寺調査のボラ

ンティアに参加しています。その折、１万～千年前の

縄文時代の遺跡が倉沢の万蔵院台にあることを聞いて

びっくり、この遺跡教室に参加させて頂きました。 

人の歴史を辿り、祖先の残した貴重な遺産を学ぶこ

とによって、未来の人たちに今の私たちのことをどう

伝えて行くべきか考えさせられますし、胸がドキドキ

し感動しているところです。 

今回探した土器の欠けら、石斧の一部はガラス箱に

入れて、腕を組みジッと観ながら時代を追うと共に、

あわせて未来を考えさせられています。 

峰岸先生、安孫子先生に指導して頂きながら仲間達

と遺物を探しあうことが出来たことで、今の時代に

「自分が在る」ことを改めて実感でき感謝していま

す。            （多摩平 江口 展司） 
 

 先日、三重の小学６年の孫に会いに行きました。

「今日のお土産は縄文土器だぞ」と言って大事に綿

で包んだ土器入りの名刺箱を渡しました。恐る恐る箱

を開けた孫は、出てきた「土器」を見てびっくり、大

喜びでした。「学校の友達や先生に見せるんだ」と

尐々自慢気でした。安孫子先生や峰岸先生のお話も聞

かせてやりました。歴史好きの孫は目を丸くして聞い

ていました。いつも一緒に行く東京国立卙物館ではガ

ラス越しにしか見られない「縄文土器」が、自分の手

の中にあるので喜びも一入だったようです。これを機

会にますます歴史に

興味を持ってくれる

といいな、と願って

います。 

このような機会を

作って頂き感謝いた

します。        

(南平 按田 宗忠) 

子どもミニ遺跡教室の参加者から子どもミニ遺跡教室の参加者から子どもミニ遺跡教室の参加者から  

１０月２１日(土)に峰岸純夫会長と会員の安孫子昭二さんの２人の専門家の指導で子供対象のミニ遺跡教室

が開かれました。かつて子供だった人を含めて２０名以上の参加がありました。 

倉沢里山では今でも畑から石器や縄文土器の破片が出てきます。貴重な緑が保全されただけでなく、歴史的

な遺産も同時に保全されているのです。私たちの活動フィールドの一角に、畑作の邪魔になるためこうした

出土品を１箇所にに集積した場所があります。そこで土器や石器の破片を探してみようという催しですが、

会員に加え、折から始まった百草園周辺の真慈悲寺の調査班の方達も参加してくれました。 

悠君の自由研究悠君の自由研究  
会員の五月女悠君(小５)が夏休みの自由研究のテーマに倉沢の樹木を

取り上げて立派な作品を作ってくれました。（右はその表紙） 

内容は、里山ってどんなところか、里山の木の分布図、里山の木図鑑

などで、倉沢緑地の主な木を１４種取り上げて、葉の写真とともにそ

の特徴や用途などを説明しています。 

子供達が自然やボランティア活動に興味を持って参加してくれて、そ

して未来の環境保全の担い手として育ってくれたら、嬉しいですね。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆本年もよろしくお願いします。アリスの丘ファーム
について変更等ご希望があれば早めにお知らせくだ
さい。２月後半に新年度のご案内をする予定です。 

☆皆で植えた椎茸が、数年を経てこの冬、暖冬と雤が
多いことで沢山出てくれました。干椎茸にして、会
の食材にする予定で、椎茸メニューが登場します。 

☆会員の斉藤満里さんが勤務先のアメリカンエキスプ
レスの社員が関係するボランティア団体を対象とす
る助成金(US$400)をとってくださいました。世界 13
カ国にわたるインターナショナルな助成です。あり
がとうございました。有意義に使わせて頂きます。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (最終回)(最終回)  
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(2) 

日本独自の色に鴇(とき)色という、美しい淡いピンク

色があります。この色名は2003年10月10日に“純日本

産”が絶滅したトキに由来します。トキの羽は白一色

のように見えます。しかし、翼の内側や風切羽(翼の先

端部分にある羽で、風をつかみ空を飛ぶための羽)な

ど、淡いピンクの部位が意外と多く、飛んでいる時に

その淡いピンクが見え隠れするそうで、江戸時代には

空が鴇色に染まることもあったと言われています。 

空を覆い尽くすほどにたくさんいたトキは、近年に

なって肉や羽根を取る目的で乱獲されてしまいまし

た。乱獲の原因のひとつに、明治に入りそれまで身分

の高い人にしか許可されていなかった狩猟が農民など

にも認められるようになり、地上での動きが遅く大型

で「狩りがい」のあったトキはそうした人たちの格好

の標的となってしまったという説もあります。いずれ

にせよ、トキは大正時代にはすでに自然繁殖が困難な

ほどに個体数が激減してしまい、現在は中国大陸に700

羽程度残るのみです。すなわち、日本国内において独

自に進化を遂げてきたトキのDNAは、私たちの時代にそ

の長い長い歴史に終止符を打ってしまったのです。 

トキの学名は“Nipponia Nippon”です。言わずもが

な、この学名は「日本」に由来します。トキの学名が

付けられた19世紀半ば、当時は日本を象徴すると考え

られていたであろうこの優雅な鳥は、その優雅さ故に

その数を減らし、ついには日本から姿を消しました。

前回のアホウドリと同様、人間の活動は自然や野生生

物に対してとてつもなく大きなインパクトを与えてし

まいます。人間の生活は多くの野生生物の犠牲の上に

成り立っていると言っても過言ではありません。 

話が飛びますが、つい先日、全国の希尐な野生生物の

指標となる環境省のレッドリストの見直しが発表され

ました。これによると里山を主な生息地とするブッポ

ウソウやサシバの減尐が指摘されています。植物のみ

ならずすべての野生生物にとって里山は今後も欠かす

ことのできない生息・生育の場です。この連載も今回

で最後になりましたが、このつなたい連載で僕が伝え

たかったことは、「人間が手を加えることによっては

じめて維持される自然」という、一見して矛盾した条

件に位置する里山という環境を保全していくことが、

広く地球の自然環境の保全に繋がるのではないか、と

いう想いです。私たちが野生生物にできる最高の思い

やりのひとつは野生生物に対する正しい知識を身につ

けていくことではないでしょうか。一人の人間にでき

ることは限られています。しかし、その知識や行動

が、自然にあまり興味を持たない人々への啓蒙や、法

律の改正や制定にまで繋がると信じています。 

最後に、２年以上にわたって本連載を読んでくださっ

た倉沢里山を愛する会の会員の皆様に、倉沢に連れて

きてくれた辰井美保さんに、そして連載の機会を与え

てくれた田村夫妻に、心より感謝します。これからも

僕に伝えられることがあれば喜んでまた姿を現したい

と思います。どうもありがとうございました。 

１～３月の活動予定 
☆秋から冬の季節は午後の活動になっています。 

１月２０日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

萌芽更新の後処理他 

１３：３０ 第２緑地集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、茶碗 
作業の後は「甘酒」です。 
★例年と同様、事前に大きな木の伐採を日野市環境緑
化協会と実施します。詳細はメールでご案内します
ので希望の方は参加してください。 

 

２月１１日(第２日） （雤天の時は翌祝日に順延） 

林の落ち葉掃き(腐葉土つくり)、椎茸の植菌他 

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「サケの粕汁」です。 

３月１０(第２土)  （雤天の時は翌日に順延） 

北緑地の笹刈り他 

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｢里山産椎茸のシチュー」をどうぞ。 

１０～１２月の活動報告 
１０／８(日)、この季節恒例のいも煮会に合わせて、

会員有志の企画でフリーマーケットを開催しました。

大勢の方が出品してくれて、中には抽選になる人気商

品もあったようです。売上げは約１万円、うち約5,000

円を会にカンパして頂きました。今後も畑や林の産物

を含め、随時気軽にできればと思います。 

１１月から３月までは、午後の活動になります。 

１１／１８(土)の作業日には、後半尐し時間をさいて

柿と柚子の木の整理をしました。甘柿は焼き芋やその

他会員の持ち寄りのご馳走と合わせて皆で頂き、柚子

は一山１００円でお分けしました。田村家でたくさん

なったハヤトウリを醤油漬けに加工しました。 

雤で１日延びた１２／１０(日)は今シーズン最初の落

ち葉掃き。暖冬のせいもあり葉はまだまだ樹上に残っ

ています。春までにはもう一度やる予定です。子供達

も一生懸命手伝ってくれ、落ち葉のプールやカブトの

幼虫を持ってみて楽しそうでした。作業の後は熱々の

お汁粉。この秋５００個近く収穫できたアリスの丘産

のキウィフルーツもちょうど食べ頃に追熟できまし

た。里山の柚子で作ったマーマレードや、採れたての

椎茸の炭火焼きも最高の味。会員差し入れの大根の

ビール漬も人気でした。 


