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楽農生活ことはじめ
近藤 秀樹
昨年１月にリタイアして里山の会に入会、月１回の
山仕事に参加し、アリスの丘の野菜畑で皆さんが楽し
そうに作業しているのを拝見していました。妻が「う
ちでも野菜を作ってみたいね。畑を借りるには順番待
ちかもしれないから今のうちにお願いしておきましょ
う。」と言い、すぐにはと期待せずにいたところ、
ちょうど空いた畑があり、どうですかと声をかけてい
ただきました。
何の心構えも準備もなく約７坪の畑を借りることに
なったのが昨年の11月です。私をけしかけた妻は「私
は今忙しいから暇になったら手伝うね。」と、二階に
上げられて梯子を外されたようなものですが、どうせ
やるなら有機栽培・無農薬でと野菜作りの入門書を買
い、小松菜・ほうれん草・絹さやを蒔きました。諸先
輩の畑を見学させていただきお話を伺い、ご指導をい
ただき、時には貴重な作物をいただいております。処
女作のほうれん草は、ＰＨ調整がうまくいかなかった
のか失敗、小松菜は、霜よけにポリシートをかけたの
が思わぬ気温上昇で乾燥しすぎてあまり大きく育たな
かったものの、間引き菜をお浸しにして汗の結晶を味
わいました。絹さやは、花が咲いて３日もすると立派
な実になっていて、自然の力に驚きました。
春になり作業は最盛
期、小松菜・みず菜・
小 か ぶ の 種 を 蒔 き、
ジャガイモ・トマト・
なす・キュウリを植え
ました。気温上昇、多
雨で青虫・テントウム
シ ダ マ シ・ネ キ リ ム
シ・う ど ん こ 病 等 害
中央下が近藤さん
虫・病気に見舞われま
した。害虫か益虫か分からないものは携帯電話で写真
をとりインターネット等で確認し、コンパニオンプラ
ンツとしてマリーゴールド・ニラ・ネギ等の利用をし
ていますが効果のほどはこれからです。小松菜・みず
菜は尐々の虫食いはあるものの家族からおいしいと言
われ気をよくしています。諸先輩方は知識と経験に工
夫を加えておられて、まさに「我以外皆師也」で教え

て頂こうと考えています。畑はアリスの丘の西の高台
にあり、東側に眺望が開け日光・風を感じながら土を
いじるのは気持ちがいいものです。虫・病気も自然の
一部だと思い共存しながら、尐々の虫食いは無農薬の
証拠だと考え、自然に抱かれて楽しく農作業できる幸
せを感じていきたいものです。
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しばらくぶりに
来てみたら・・・
星

良則

５月の活動日に久々に参
加しました。その前は確か
だいぶ寒かった時のような
気がします（参加したかっ
たんですよ！嫌だから来な
かった訳じゃないんです
よぉ！と空しく言い訳）。
右端が草を刈る星さん
この日の活動時間中はお
天気もよく、里山での作業にはうってつけのお日柄で
す。しばらくぶりの作業でしたが、会員の中でだいぶ
年下の私は、来れば必ずですが、その日最もキツイと
おぼしき作業を担当しました。会員のみなさんが元気
なのは重々承知しておりますが、私も元気なのでそう
いう作業は積極的にやります。やらせてください！
実際には、タラの丘の住宅ギリギリの絶壁沿いで雑
草の手刈りをしました。集まった人々でテンポ良く
刈っていったので、さして時間もかからずにスッキリ
と仕上がり、一人心の内で満足感を覚えてみたりしつ
つ、次の作業へのお呼びがかかりました。これはなか
なかの重労働でした。見て、「…」となるようなコン
クリートの塊を道路脇まで移動させる作業でした。男
性２、３人で「それっ、それっ。」と力を合わせて転
がし何とか移動させました。これだけでも「今日もよ
く働いたなぁ」と思わされるくらいでした。
作業の後、この日はトン汁、里山の幸・筍の煮物、
採りたてサラダもいただきました。野菜たっぷりでお
いしくて嬉しかったです。最近残業ばかりしていて、
食事はバランスが悪いと分かってはいるもののとりあ
えず何か食べているという状況だったので、野菜ふん
だんのメニューはありがたい限りです。ああ、やっぱ
り来て良かった、と思うひとときなのでした。
久しぶりに参加して思ったのは、結構知らない顔が
増えたなぁということでした。そりゃ来てなければ当
たり前のことではありますが、新たな出会いが訪れる
この会の活動はやはりいいものですね。若年層の方が
もう尐しいればいいかなと思う時もありますが、気
力・体力があり「里山を愛する」志を持つ人同士が集
まるのならば結局年齢は問題じゃないなと思います。
今後もできる限り参加いたします。次来た時もまた
新しい方が参加しているんでしょうね。どんな方が来
るんでしょうね。楽しみです。森の間に吹く風が、
人々をつなぐ新風となる、という感じでしょうか。で
は、お後がよろしいようで。
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忍び寄る世界食料危機
里山の私達にできることはないだろうか？
飯牟礼孝一
最近、身の回りの値上がりに驚かされる。特にガソ
リンや食料。背景には色々あり、直近では投機的なオ
イルマネーや米国のバイオエタノール政策など、片や
人口爆発・途上国の生活水準向上・異常気象などが挙
げられよう。
価格上昇の蔭で世界的な食料危機が囁かれている。
日本は食糧の６０％以上を輸入している。そばも納豆
も飼料輸入のたまごだって、タコやマグロも外国産。
日本ってエネルギーや食料を含め国家戦略に重大な欠
陥のある国ではないだろうか。
先般の中国製餃子の一件で私達は中国一辺倒の食の
危うさに気づかされた。その反動か、ささやかな動き
がある。できるだけ国産の野菜を買ったり、道の駅で
近隣農家の野菜の売れ行きも上昇中とか。店で野菜を
買うのではなくベランダ菜園とか自宅の庭で野菜を育
てたり、貸し農園もブームのようだ。即ち、日本一国
としての地産地消がチョッピリ歩み始めたようだ。
日本が農産物を輸入してきた背景にはいろいろ理由は
あろう。ここで議論は省くが、政府は本気で自給率向
上のための施策を打ち出すべき時だと思う。
脅かすわけではないが、日本へ食料を輸出している
国が輸出禁止する動きだってありうるのだ。お金出し
ても売ってくれない、そうなったら日本の１億人が餓
えに苦しむのだ。
こんな輸入国ではあるが、農地も農業人口も無いわ
けではないのだ。特に休耕田に目を向けたい。一説で
は４５万Ｈａあるらしい。荒れ放題の田んぼや畑は元
のように使えるようにするには大変な労力と資金や年
月が必要だ。一方就農人口は減尐傾向でその主力は老
人で若者は激減と聞いている。
この休耕田の再生には色々アイデアが出されてい
る。例えば、①米・大豆・麦・かぼちゃなど主食材料
の栽培、②トウモロコシなど家畜の飼料、③果樹園、
④牧草地として、⑤バイオエタノール原料、⑥魚貝類
の養殖池、⑦植林、⑧別荘つき貸し農園など。別に名
案、珍案も数多くあろう。
近い将来起こりうる事態を考えて見ると、私達里山
保全をやっている団体として、何かお役に立てられる
のではないだろうか。身近な例で、形の悪い野菜は売
らない買わない食べないというのはそろそろ止めま
しょうという全国キャンペーン運動などから初めても
良いかもしれない。
☆アリスの丘の個人自給率は相当高いと思います。その意
味で私達は時代をかなり先取りしていますよね (事務局)

夏休みこども自然感察会

子ども遺跡教室(庚申塔の拓本採り)

里山の自然体験と発見の日です。里山で感じたことや
見つけたものを記録し発表しましょう。当日の結果は学
校に提出してもいいし、里山の会でも受け付け、ニュー
スレターで紹介します。必要なものは考えて準備して下
さい。7/27(日) 9:30 炭焼き小屋広場集合、飲料水持参

倉沢里山の江戸時代の庚申塔（百草村代官小林氏と住
民が建立）の拓本(たくほん、墨を使って紙に写し取る)
を体験しましょう。庚申塔は病気で死ぬ事を免れる信仰
から建てたものです。(当初予定が変更になりました。)
8/17(日) 9:30 炭焼き小屋広場集合、飲料水持参

ENJOY!!
ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファーム
アリスの丘・風の丘ファーム NEWSLETTER ((倉沢里山を愛する会会報）
倉沢里山を愛する会会報）

№ 46. 2008/
2008/夏
夏 (3)

倉沢里山を愛する会 管理区域図
東京都日野市百草
至三沢
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風の丘ファーム
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田

アリスの丘ファーム
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多摩市
至和田

タラの丘
炭焼き小屋

倉沢万蔵院台緑地

鉄塔

古墳
庚申塔
多摩市

2008年から倉沢里山を愛する会の管理範囲は上の図のようになっています。（総面積 約 28,000㎡）
場所が分散しているため、その都度緑地の状況を見ながら各ゾーンを巡回する形で管理していきます。
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戸吹北緑地を訪ねて
中尾ひろえ
倉沢里山を愛する会では例年の春の散策・見学会と
して、今年は八王子市北西部の戸吹北緑地を訪ねまし
た。東京都の保全指定地域です。
4月19日(土)朝9時30分、日野市からチャーターした
ミニバスで25人が出発。快晴の土曜日、渋滞もなく、
約50分ほどで現地近くに着きました。案内をお願いし
ていた戸吹北森を守る会の大貫圭介さんが待っておら
れました。
かつては農家がまばらにある集落でしたが、真新し
い建売住宅が何軒も建ち並ぶ間を通り抜け、さらにあ
ぜ道を抜けると、緑地入口に着きました。ここも水路
に沿った農道で、農家の私有地を通らせてもらわない
と緑地に入ることは出来ません。「道端でも草花は摘
まないように」と大貫さんは注意されました。緑地に
入ると開けた谷戸の広場があり、そこで戸吹北緑地保
全地域の概略を大貫さんが説明して下さいました。
戸吹北緑地は加住丘陵のほぼ中央にあります。平成9
年12月に東京都が保全地域に指定し、その後平成13年
に区域が追加指定されました。全体の面積はおよそ9
万5千平方メートル。まだ、1ヵ所だけ民有地があると
のことです。大貫さん達が「戸吹北森を守る会」を立
ち上げてここでボランティア活動を始めたのは、東京
都のみどりの保全活動リーダー講座で緑地研修を修了
した平成13年からです。メンバーはその同期生中心で
30人ほどですが、都内23区からが多く、八王子市から
は大貫さんだけで、本当の地元の人はいません。実際
の活動は毎回15人前後とのことです。
初期の活動は、笹刈りから始めました。最初は背丈
の倍もある笹竹やミゾソバが一面を被っていました。
その谷戸部分が広い広場に生まれ変わりました。谷戸
の奧に復元された小さな田んぼがあるのですが、現在
は田んぼの作業にかなり労力を取られているとのこと
でした。素人なので、稲が実ったと喜んでいたらイノ
シシにみんな食べられたという現実もあるそうです。
作業日は、第2日曜日と第3金曜日の2回、その他、研
修会や見学会のお手伝いも臨時に入り、大貫さん自身
は多忙です。最寄りの八王子駅からバスで来ても、バ
ス停から15分ほどかかりますから、都心から訪れるの
もなかなか大変なようです。
そのかわり、自然がいっぱい！谷戸の水辺にトウ
キョウサンショウウオがいるというので、その卵を見
ました。それから緑地見学のために山道に入ります。
急なところもありますが、木の根や枝につかまりなが
ら登ると、緑に囲まれたなだらかな緑道に出ました。
コナラが中心ですが、ミズナラも尐しあり、太い高木
が目立ちます。植林されたスギやヒノキも手入れされ
ずに高木でした。アカマ
ツやヤマツツジ、マダケ
竹林の群落もありまし
た。かつては人手が入っ
た山ですが、現在は人手
不足で十分に管理できて
いないところもあり、
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敷地が広大なので、ゾーンに区切って管理していくこ
とも必要かもしれません。参考になるのは隣接した明
大中野八王子中学・高校所有の南面が適宜草刈りされ
ていました。都と折衝しながらかもしれませんが、管
理の課題もあるように見受けられました。
ゆっくりの昼食と周辺の自由散歩のあと、バスに乗
り、すぐ近くにある桂福寺鐘楼門と観音堂を見学しま
した。千人同心ゆかりの地で、近藤勇で有名な「天然
理心流発祥の由来」の掲示
がありました。
帰 途、新 し く で き た「道
の駅滝山」に寄りたいとい
う声もありましたが、駐車
場がいっぱいで立ち寄れ
ず、倉沢へ向かいました。

４～６月の活動報告
4/19( 土 ) 春 の 見 学・散 策 会 ( 八 王 子・戸 吹 北 緑
地)。お弁当持参で、ほぼバスの定員である25名が
参加、春の里山を満喫しました。（記事参照）
5/17(土) 今シーズン初の草刈り。雨で1週間延び
たにもかかわらず56名の参加で能率も上がりまし
た。トン汁、里山産の筍の煮物、サラダも美味しく
完食。久保田さんから沢山のネギ、渋谷さんからレ
タスを頂きました。いずれもアリスの丘産です。
6/14(土) 日野市の第４期雑木林ボランティア講座
受講生(約30名)が市内の緑地ツアーで倉沢に来訪。
6/28(土) 2回続けて雨で１週間延期、こんなこと
は初めて。第１緑地の整備、第２緑地草刈り他、作
業前に昨年度活動報告会をしました。(40名参加、
ミネストローネとアリスの丘の冷凍ブルーベリー)

７～９月の活動予定
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、食器等
7月の公式活動は夏休みです。
8月9日(第２土）（雨天の時は翌日に順延）
農地周囲の草刈り、万蔵院台緑地下草刈り他
１０：００ 炭焼小屋広場集合
作業の後はアリスの丘産の「シソ・梅ジュース」
9月13(第2土) （雨天の時は翌日に順延）
第１緑地、万蔵院台の崖面の草刈り、他
１０：００ 炭焼小屋広場、作業後はカレースープ
7月19日(土）さくら百年物語フォーラムのさくら遊学塾
の約60名が百草の自然と史跡の見学と本会の緑地の見
学・作業体験で訪れます。(準備は9:00頃から)

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆アリスの丘の果樹園は小幡さんが長い間管理して下
さいましたが、そのあとを富塚さんと棚橋さんが引
き継いでくれています。ネット内の早生の大粒のブ
ルーべりから順に熟しています。昨年と同様、パッ
クを用意してありますので摘み取って味をみて下さ
い。ネットの内外とも 1 パック 200 円程度のカンパ
をお願いします。(田村宅のポスト上の白いカンへ)

