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昨年の夏、落川・百草谷戸地域に突如大規模墓地開

発計画の看板が立てられました。百草に住んで２６

年、まさに寝耳に水、“まさか！？”から“憤慨・怒

り”となり、有志で「百草地区墓地問題対策住民会

議」を組織し反対運動に立ち上がりました。もちろ

ん、隣接住民・地権者等多くの市民、日野市議会、日

野市も挙げてこの計画には反対しています。 

この騒動は、私に“地域の魅力”を冷静に再認識さ

せる機会を与えてくれました。私は、この緑地等から

受ける恩恵は、地元住民が一番享受していると感じて

います。 

しかし昨年末頃より、墓地建設反対だけの運動で

は、この先行き詰ってしまうと私は感じ始めました。 

私たち自身がこの地域をどのようにしたいのか？ 

長期に亘ると予想される『墓地建設反対運動』を継

続させるには、「私達の手で百草地域の緑地等、自然

環境を守る組織母体」を創る必要を感じています。そ

うしたことから、墓地計画反対運動のなかで出会った

峰岸さん達から「倉沢里山を愛する会」の活動を聞

き、２度体験参加させていただきました。 

 ３月の下草刈りでは、雑木

林の手入れをする事に充実

感を得ました。また、４月

のなな山緑地散策会では、

野草の名前などにも好奇心

が出てきました。昼食時に

は日頃は食べられない野草

などの料理を食べる貴重な

機会も得て、とてもリッチ

な気分になりました。ありがとうございました。 

どちらも実質活動時間の２時間は、参加年代層の体

力的にも適切なものだと感じました。また、それぞれ

の活動日の参加者の多さに驚きました。 

先日(6/13)、百草水路際を飛ぶ自生ホタルを突然発

見しました！。この新たなホタル生息地の発見は、百

草地域の環境保全は、緑地だけでは不十分で、生態系

も含めて考えることを教えてくれ、「自分達が生活す

る地域の環境は、自分達の手で保全する」、そして、

次の世代に引き継ぎたいとの考えを強くしました。 

そうは言っても、先ほどの下草刈りなどの組織化を 

した時、やはり活動日は、土曜・日曜が中心となるで

しょう。私は、両日とも仕事のため参加できません。

３月・４月に当日だけ勤務日を何

とかやりくりしての体験参加とい

う立場とは違います。言い出しっ

ぺの私が参加できない、というこ

の壁をどう乗り越えていったらい

いのか、仲間と思案中です。 

体験参加と環境保全活動への想い体験参加と環境保全活動への想い体験参加と環境保全活動への想い  百草  川添  務 

自己紹介する川添さん 

撮影：佐伯直俊 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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なななななな山緑地散策会山緑地散策会山緑地散策会に参加してに参加してに参加して   
 近藤 智子 

百草センターのバス停から百草団地の終点に向かう

と、正面に鬱蒼とした雑木林が広がっています。交通

の頻繁な通りをひとつ隔てただけで、別世界のような

緑の広がり。 

数年前から、そこの春秋の色の移り変わりに惹かれ

て、気になる場所になっていました。春、特に桜の咲

く頃は、淡いパステルカラーのような木々の新芽は湧

き上がるように見えて、思わず足を止めてしまいま

す。今年になって、その緑地に立て札があることに気

付き、“なな山”という名前であること、そしてそこ

がボランティアによって維持されている場所だと初め

て知りました。そこは放っておかれた自然ではなく、

人の手によって守られている自然なのだと認識を新た

にしました。 

そんな訳で４月のなな山緑地散策は楽しみでした。歩

きながら沢山の植物の名前を教わりました。住宅地に

接する角のあたりに丁度咲いていたのがウワミズザク

ラ。角を曲がった所で手の掌を広げたような大きな葉

が折り重なっている大木がハリギリ。緑地の中に入っ

ていくと、ホウチャクソウの群落。高い木立の下に、

様々な野草。コナラ、クヌギなどの樹木は10メートル

位あるでしょうか。頭上の高いところから絶えずさわ 

里山の魅力と若者たち里山の魅力と若者たち里山の魅力と若者たち   
帝京大学史学科教授 義江 明子(会員) 

５月２０日（日）の里山活動に初めて参加した。私

は草むしりが大好きで、土に手をふれ、爽やかな風に

吹かれながら草むしりをしていると、全ての浮き世の

憂さを忘れる。特に、茫々と伸びた雑草の間に、残し

てやりたい草木の若葉をみつけた時の喜びは何ともい

えない。「あなたの趣味は？」ときかれると、いつも

「ガーデニングではなくて、草むしりです」と答える

ことにしている。初参加の里山では手刈り部分を受け

持ったので、まさに私の一番やりたいことができ、い

ろいろ教わりながら、わいわいと大勢で活動する楽し

さも満喫して、大満足だった。 

私が勤務している帝京大学史学科の学生にも、この

里山の楽しさ・意義と、身近な史跡から学ぶ面白さを

知ってもらいたいと思い、峰岸さんと田村さんの助力

を得て、６月５日に「里山＆史跡散策」の学外授業を

行なった。９０分の授業時間内に行って帰ってこなけ

ればならないという時間の制約と、私の事前の説明不

足もあって、折角お二方が楽しい絵地図の資料を用意

して案内してくださったのに、やや散漫な展開になっ

てしまった。 

しかし翌週に感想を書かせてみると、大学のすぐ傍

に住宅地を抜けていくと忽然と森が現れ、古墳があ 

り、庚申塔があり、という

ことに新鮮な驚きと喜びを

感じた学生も大勢いたよう

だ。薪を取るために、次々

と若枝を切り取り、下部が 

巨大なコブのようになって 

いる古木の姿には、ひときわ関心をそそられたらし

い。参加する前は無関心だったのに、行ってみたら

自然の素晴らしさと史跡に触れる喜びに目覚めたと

いう学生もいて、学外授業はむだではなかったと、

とても嬉しかった。一方では、炎天下に歩くなんて

大嫌い、里山なんておもしろくない、という学生も

かなりいた。今の学生は、自分が好きと思った狭い

関心事以外にはなかなか興味を示さない。高校まで

の授業で、歴史の教科書に記載されていたことだけ

が「学ぶべき過去」の全てだと思っている。好きな

ことを深めるためにも、いろいろな経験がすべて活

きてくるのだということ、現在生きて暮らしている

私たちの活動の全てが歴史そのものなのだというこ

とを、何とか肌で実感して欲しい。そんな思いを込

めて、来年度はさらに工夫と準備を重ねて、無関心

な学生も思わず里山の魅力に目をみはるような、そ

んな学外授業をやってみたいと願っている。 

学 生 た ち の 感 想 か ら学 生 た ち の 感 想 か ら学 生 た ち の 感 想 か ら   
(Ａ) 倉沢里山を歩いて、二つのことが得られた。それ

は、地域の人々との交流と、実際に自分で見ることで

ある。帝京大学のすぐ近くに古代遺跡があることは、

全く知らなかった。しかし、授業で行ったことではじ

めて知った。途中で関東ローム層を見ることができ

た。今までは文字でしか知り得ないものだった。里山

を説明してくれたお二方のおかげで、さまざまなこと

を知ることが出来た。赤い石が古代に焼いた痕である

とか、太い幹の木が幕府のための木であるなど。 

今回の学外授業は、とても有意義だったし、今後もし

てきくべきだと思う。他のクラスではしないところも

ある。そういう意味では私は幸運だったと思う。こん

なに近くに良い場所があるのに行かないことはもっ➚  

さわという葉ずれの音が聞こえていました。この音を

聞きながら、地面に横たわったら最高ではないかな

と、ふと思いました。 

散策を終えて倉沢に戻ると、たくさんの野草の天麩

羅が出迎えてくれました。ヨモギ、スギナ、イタド

リ、カキドオシ、ウド、ユキノシタ、ドクダミ･･･そ

して、タンポポの葉はサラダになっていました。あの

葉が天麩羅に？サラダに?という驚きと美味しさと。

前日から準備して下さった方々に感謝しつつ、無我夢

中で食べていました。暖かな日差しの下、心地よい疲

れの一日でした。 

５月に入ってなな山を見ると、ハリギリの緑が他の

新葉の薄い緑とコントラストをなしていたのが一様に 

濃い緑に変わり、さわさ

わと風に揺れています。

木立ちの向こうの生い

茂った葉の陰が深く見え

ます。ホウチャクソウは

終わり、アマドコロが可

憐な白い花を揺らしてい

ます。季節の移り変わ

りと共になな山の色の

変化がまた 楽しみで

す。 

なな山は、風がさやさやと私

たちを迎えてくれました。マ

ルバアオダモの一枝は綿毛の

様な花がパチパチと咲いてい

ました。         (塙明子) 
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 たいないと思う。来年も続けるべきだと思う。 

(Ｂ) 学外実習をする、と最初の授業で聞いてから、

ずっと楽しみにしていた。外に行くというだけでも何

となくワクワクするが、なにより自然が好きなので、

里山を歩くと聞いて嬉しかったのだ。 

学校をいつもと違う門から出、少し歩いたところに、

突如として森が現れたような感じがして驚いた。東京

の郊外とはいえ、住宅地のど真ん中に広大な緑地があ

り、不思議な感じがした。大きな巨木を伐採してその

上に接ぎ木をしたような、今まで見たことのないよう

な木を見た時はとても驚いたが、その木の成り立ちを

聞いて甚だしく納得した。また江戸からの時代の流れ

を感じることが出来た。 

今回感じたことは、事前にその土地について知ってい

れば、十倍楽しくより価値のあるものになったように

思う。当日はバタバタしているし、何より説明が聞こ

えづらかったのが残念だった。しかし、この里山を残

そうとしている人々は素晴らしいと思った。 

(Ｃ) 帝京大学に行く時には、いつもバスを使ってい

て、大学の周りなど良く見ていなかったので、大学の

周りに史跡があるという事に私は少々驚いた。 

歩いていて思ったことは「これが、どうして史跡なの

だろう」ということだ。私たちが想像するような史跡

は、ちゃんと形を成した土器だったり、城の跡地とか

だったり、何か立派な形が残っていないと歴史という

感じがしないのである。だがよく考えてみると「過去

の人々が行ってきた事、場所は、すべて歴史なのだ」

と思うと、今回の歩いた場所はやはり史跡であったの

だ。私のまわりには、気がつかないだけで、色々な史

跡があるのかもしれない。もしかしたら何気なく通っ

ている道がそれかもしれない。私はもう少し積極的に

自分のまわりの歴史について知っていこうと思った。 

野草のてんぷらに誘われて野草のてんぷらに誘われて野草のてんぷらに誘われて   
なな山緑地の会 中原 君代 

4月21日、倉沢里山を愛する会のメンバーがなな山に

植物観察にみえ、なな山緑地の会のメンバー5名が、野

草のてんぷらに誘われて倉沢へ行きました。 

詳細がわからないまま、伺ったのですが、到着して

みますと、自然薯かけご飯に、十数種類もの野草のて

んぷらがずらっと並んでいました。スギナ、カキドオ

シ、スイバなどなど、初めて味わうものばかりです。

お腹に自信がないもので、オソルオソル食べてみます

と、みな癖はなく全種類美味しく食べられました。タ

ケノコのワサビ醤油添えも初めてでした。タンポポの

葉をドレッシングで和えたタンポポサラダは思いのほ

か美味で、カキドオシのハーブティーは食後の胃にや

さしいお茶でした。

木漏れ日の下で、多

くの方々の気持ちを

たっぷりいただいた

素敵なランチでし

た。また小さいお子

さんの食器持参の姿

は、ほほえましく思

えました。 

（Ｄ） 里山に行く授業をや

ることになった時、それまで

は、大学近くにそのような場

所があるのを知らなかったの

で、興味を持った。行ってみ

ると、自然が残っていた。 

昔の石器などが埋まっていると教えてくれたりして、

自分たちが歩いているすぐ横に何千年か前の石器があ

ることに驚いた。古墳を見た時も、今でも形が残って

いたりして、本物か疑うくらいに昔のものが残ってい

ることに驚いた。このような体験をして、身近で見れ

て良い体験をした。初めてそのような所に行ったの

で、以前より興味を持つことができた。自分だけでも

色々な遺跡に行きたい。 

(Ｅ) 私は、里山散策にはっきり言ってやる気がなかっ

た。それに、蒸し暑いこの時期に、団体でぞろぞろ歩

くことが嫌だった。里山に入っても「日影は涼しい」

くらいしか思わず、蚊や蜂がいるのも嫌だった。 

そんな中、一つだけ興味を持ったものがあった。それ

は、里山に入って最初の方に説明された一本の木だっ

た。木の上部は細く枝を広げて、枝は手でつかめるく

らいの太さだったが、下部は太くずっしりとして、一

人では囲えないほどの太さだった。何十年もかけてで

きたらしいその幹の太さを見て、何となく感動してし

まった。この木は、ただそこに植えているだけで、昔

の里山周辺に住んでいた人々との関わりさえ見せてく

れているような気がして、ただ純粋に「すごいな」と

思った。歴史的散策とはあまり関係がなかったかもし

れないが、私はあの木を見れて良かったと思ってい

る。 

☆歴史とともに、現代の環境保護、市民ボランティア活動
という視点からも学んでくれると嬉しいですね。(事務局) 

午後は倉沢の植物を見

せていただき、なな山で

は見られない植物に驚き

ました。ジュウニヒトエ

がいたる所に咲き、フデ

リンドウは清楚でも輝い

て、シロバナカザグル

マ、トリカブトの花はま 

だ先のようでした。こんなに近くてもなな山とは植生

が違うことが不思議です。近くに畑があるため、普通

の里山とは植生が違うとのこと、野生化したアシタバ

がありました。 

いろいろな植物を教えていただいたので、なな山にも

同じ植物があるのではないかと思い、その後探してみ

ますとハンショウヅルが見つかりました。探索はだん

だんエスカレートし、カシワバハグマの一群を発見し

たところまではよかったのですが、名前を特定できな

い植物がしだいに増えイライラはつのるばかり。今は

花が咲くのをジッと待つのみです。 

夏に向かって、なな山ではヤブレガサ、イチヤクソウ

などが咲きます。倉沢はまた違った花が咲くことで

しょう。こんなに近いのですから、季節を変えて、ま

た植物観察をさせて頂きたいと思いますし、なな山へ

も是非またお越し頂きたいと思います。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆会員の小幡一永さんが、軽トラックを会に寄贈して
くださいました。中古ですがすこぶる快調。活用す
る機会が多いと思います。ありがとうございまし
た。会員の方も必要な時にはお使い下さい。維持費
の一部に当てるため多少のカンパをお願いします。 

☆アリスの丘のブルーベリーが色づいてきています。
６月の活動の時フローズンで試食しました。７月も
試食していただく予定です。８月まで毎日少しずつ
ですが、会員限定でミニ・ブルーベリー摘みができ
ます。お立ち寄り下さい。１パック(約 120g)200 円
のカンパをお願いします。 

☆今年も猛暑の気配です。こまめに水分補給を !! 

豊豊かなるかなる麦麦     
里山の記憶 里山の記憶 ((５５))    

田村はる子 
現在の万蔵院台地はリンゴ、ブルーベリーの観光農園

が主になっていますが、５０年前の様子は，とても静

かな台地で、我が家では「上の原」と呼んで、自給自

足のための野菜、麦、イモ類、マメ類、養蚕のための

桑などを栽培していました。 

小麦は、初冬に種播きをして、冬には霜で根が浮かな

いように麦踏みをし、春になって葉が伸び穂が出、初

夏には美しい黄金色に色づきます。そして暑い頃に収

穫の季節を迎えます。刈り入れが終わると脱穀して、

ムシロの上に小麦の粒を広げ、庭先で何日も太陽に当

てて乾燥します。それを保存しておいて、必要に応じ

て製粉し料理に使っていました。子供の頃には、家の

前を流れていた倉沢川に壊れかけた水車があり、回っ

ているところは残念ながら見られなかったのですが、

もう少し前の時代には、この水車で米を搗(つ)いたり

粉を挽いたりしていたのです。自家栽培、自家製粉

の、正真正銘の地粉です。 

地粉は母の手によって、うどん、すいとん、天ぷら、

たらし焼き、と色々に料理され、家族の空腹を満たし

ました。「たらし焼き」というのは、この辺で食べら

れていたおやつですが、作り方は簡単で、小麦粉に重

曹と塩少々、水を入れてかき混ぜます。フライパンに

油を引き、種をたらして両面を焼けば出来上がりで

す。今風に言えば、さしずめ「パンケーキ」でしょう

か。私が最初に覚えた料理は、おそらくこれで、子供

の頃、母より自然に教わりました。 

イチゴのある季節にはジャムを挟んで食べたり、小豆

あんがあればそれもおいしいし、砂糖と醤油のたれで

もよく合います。畑でお手伝いをする子供たちにとっ

て、何よりの楽しみはお茶の時間でした。広々とした

畑の景色を眺めながら、たらし焼きを食べたあの頃、

平和な時が流れ、深い絆で結ばれた家族の、楽しそう

な笑顔がありました。 

久し振りに当時のたらし焼きを再現してみました。

「ああ、この味だ、この味だ。」口に入れたとたんに

あの頃の情景が浮かび、懐かしさで胸がいっぱいにな

りました。また、たらし焼きを今風にアレンジして、

ライ麦や全粒粉に、ハーブのアニスシードを入れ、オ

リーブオイルで焼いてみました。季節の桑の実やスグ

リのジャムをのせて食べてみると、どこか甘く懐かし

い味、カントリーライフを充分実感できる味でした。 

もうひとつ。小麦を脱穀した後、その茎で作った文字

通り本物のストローは私のお気に入りで、これで飲む

と何でも美味しく感じられました。シャボン玉もこの

ストローで遊びました。いずれは土に返る安心安全な

自然素材で地球に優しい生活をしていたあの頃、今で

言う究極のスローライフでした。 

４～６月の活動報告 
４／２１(土)、恒例の春の散策会。久しぶりに地元を

ゆっくり見てみようということで、倉沢のお隣、多摩

市のなな山緑地を見学し、その後なな山緑地の皆さん

に倉沢里山を案内しました。お隣同士なのに植生は微

妙に異なり興味深いものでしたし、短時間でしたが、

両方の会員同士の交流もできました。この交流はこれ

からも継続していければと思います。これも恒例と

なった野草の天ぷらやタンポポサラダ、掘りたてのタ

ケノコも好評でした。（約60名参加） 

５月２０日（日）雨で１日順延されたため参加者は少

なめの約45名。予定していた第１緑地は次回に回し

て、万蔵院台とタラの丘の、畑や住宅に接するゾーン

を重点に草刈りしました。作業の後はトマトたっぷり

のミネストローネ。ハチクとフキの煮物。 

６月１６（土）は雨の心配をしていましたが、雲ひと

つない快晴。前回できなかった第１緑地と第２緑地北

側の粗朶垣設置、万蔵院台の堆肥床設置、植物保護区

のメンテ等、広範な作業でした。帝京大学の学生も参

加してくれました。また、日野市他が主催する「雑木

林ボランティア講座」の受講生２０名ほどが見学に訪

れました。しっかり働いた後、久しぶりにトン汁をい

ただきました。吉田さんから大根、下村さんからは沢

山のキャベツ、杉山さんからカモミールティーを寄付

して頂きました。（約55名参加） 

夏休み子供感察会    ７／２２(日)9:30 炭焼き広場 

・・・・・植物や鳥や虫、林の中で自然を感じてみましょう。 

夏休み子供ミニ遺跡教室  ８／２６(日)9:30 炭焼き広場 

・・・・・里山にある、石器や土器のかけらを探してみよう。 

※お問い合わせは、両方とも事務局まで、おとなも歓迎です。 

７～９月の活動予定 
７月１５日(第３日）（雨天の時は翌祝日に順延） 

下草刈り、堆肥切り替えし、堆肥床移設、他 

作業の後はカレースープを頂きます。 

１０：００ 炭焼き小屋広場集合 

持ち物 バンダナ、飲料水、お椀、スプーン等 

８月１８日(第３土）（雨天の時は翌日に順延） 

林の下草刈り、切り株の椅子設置他 

１０：００ 炭焼き小屋広場集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、カップ等 

作業の後は、冷たいシソジュース・梅ジュースです。 

９月１６(第３日) （雨天の時は翌祝日に順延） 

林の下草刈り、栗のイガ処理、他 

１０：００ 炭焼き小屋広場集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

作業の後は久しぶりに｢すいとん」をどうぞ。 


