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私の里山の楽しみ方
石原 進吾
倉沢里山の近くに住んで２０年になります。山桜や
ホウチャクソウやホタルブクロ、ウグイスやコジュケ
イの声、タヌキやハクビシンの姿もよく見られる、そ
んな自然が残っていることの心地よさから離れようと
は露ほども思わず、時間が経ってしまいました。
しかし、水田や畑、空き地も尐しずつ住宅になって
ゆき、仕方のないことなんだなと思っていたそんな
折、木の芽を探していて田村さんと出会い、この会に
参加させていただくことになりました。
いざ参加してみると、自分の近くに、考えていた以
上の広さの里山と、こんなにたくさんの方が活動され
ていることに驚いてしまいました。
まだ数回しかお手伝いさせて頂いておりませんが、
緑の中で汗を流すのはとても気持ちよく、楽しそうに
作業をされている皆さんの笑顔もとても心地よく感じ
ます。
私は海辺で育ち、潜ったり釣りをしたり磯で遊んだ
りしていましたから海はもちろん好きなのですが、な
ぜか学生の頃から山や森が好きになり、よく出かけま
した。大学では一時期、山岳部にも入っていました。
野の草花や木に興味を持ち、植物図鑑を手に森へ
入って行きました。森の中の静けさや空気、その中に
足を踏み入れる瞬間はとても幸せに感じます。もちろ
ん食べられる草や木の実を探しだした時はもっと幸せ
ですが。
会には草花に詳しい方がいらっしゃいますので、教
えていただき、とても勉強になります。
畑もやってみたいと思っていますが、なかなか時間
が割けず、雑草の栽培になりそうなので、いずれまた
と考えて、ベランダ菜園で我慢しています。
料理の仕事をしていましたので、いつのまにか炊事
に口を出し手を出しということになり、作業からする
と半分くらいしか役に立っていないんじゃないかと申
し訳なく思いつつも、気がつくと包丁を握っていま
す。しかし、野外での食事はこれもまた気持ちのいい
ものですよね。
自然を残していくことは、とても難しいことだと思
います。人が増え、経済活動優先の社会ではどうして
も自然は後回しになります。

そ の 中 で、里 山 は 人 と
自然が共存する一つの答
えだと思います。人の手
が入らないと荒れてしま
い、人との距離ができて
しまいます。そうならな
いよう、いつまでもこの
里山を残せるよう、お手
伝いができればと思って
います。

石原シェフのイタリアンサラダ
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倉沢里山の楽しみ

古川 伸比古
初めて倉沢里山を愛する会のイベントに夫婦で参加
したのは昨年７月です。ご近所にお住まいの飯牟礼さ
んにご案内頂き、アリスの丘ファームを見せて頂いた
後、イベントに参加しました。アリスの丘ファームと
里山が織りなす風景、そこに参加されている方とで形
作る心暖まる空間に魅かれました。イベントが終わっ
て帰る車のなかで、汗をか
きながら草刈りをしたら頭
痛がとれてすっきりしたわ
と女房が言ったのを思い出
します。忘れてならないの
は、ボランティア活動の後
のランチタイム。お料理や
参加される方が持ち寄って
下さる漬物やフルーツのそ
の新鮮さと女房が作るのと
はちょっと違った味付けの
ファンです。
会に参加してからこの７月
で ま る１ 年に な りま す。
何回かのイベントに参加
アリスの丘での古川さん夫妻
さ せ て 頂 く 中 で、ボ ラ ン
ティア活動の恩恵にも与り、かつては生活と共にあっ
た里山が、今では様々な活動を通して維持されている
様子も尐しだけ解りました。
この４月からはアリスの丘ファームにも参加させて
頂いてます。道具選びや作付計画作りなどの準備から
毎月の細かな作業まで、親切に教わりながら見よう見
まねでやっています。一旦植えたジャガイモを翌日に
は全部掘り出して計画通りに植え直したり、遅霜に備
えて朝植えた苗を夕方には掘り出して持って帰ったり
したこともありました。そんなこんなで、今では畑全
面に作物が育ち、食べきれない程の葉物が収穫できる
ようになりました。これからは夏野菜！ 昨年トマト
があった場所に植えたナス科の野菜達は、その隣と比
べて随分と生育が悪く、影響の大きさに驚きました。
トマトはわき芽のかき方が難しく、大きな枝を生やし
ては、週末に枝をかくことを繰り返しています。それ
でも夏野菜達には小さな実が付き始め、いくらかは収
穫できるようになるのではと楽しみです。
定年後は地方で畑ができる家
に移り住みたいねと話しており
ましたところ、一足早く、それ
もこんな近くで希望が実現しそ
うです。おかげさまで里山とア
リスの丘で過ごす週末の時間
が、生活に潤いと彩りをもたら
してくれるようになりました。
これからもどうぞ宜しくお願い
します。

五島 康博
昨年の７月、お隣の桜井さんから倉沢里山の会のボ
ランティア活動へのお誘いを頂きました。会社人間か
ら地域に密着した地元人間への転身の必要性を感じて
いたこともあり、早速入会をお願いしました。最初は
ボランティア活動だけのつもりでしたが、「アリスの
丘ファームⅡ」の再生に伴い、そちらの方にも参加で
きることになり、長年ひそかに希望していた家庭菜園
への取り組みが思いがけず実現しました。
５１年前長崎県の離島から上京以来、半世紀の間、
１０回に亘る転居を繰り返した末、１２年前に日野市
百草に居を構えることになりました。緑も多く里山の
雰囲気を残したこの地が大いに気にいっていたので、
里山を守る活動に参加でき、家庭菜園が出来るという
ことで、これから迎える定年後の生活が一挙に明るく
なりました。
倉沢ボランティアへのデ
ビューは昨年の８月でしたが、
膝の大手術を６月にしたばかり
で作業には参加できず、入会の
挨拶のみというさえないもので
した。しかし、９月以降の週末
の活動にはほとんど参加出来
て、チェーンソーや斧は使い慣
れていたので多尐は戦力になれ
アリスの丘の梅の収穫
たのかなと自負しています。ボ
ランティア活動の楽しみは、自然に触れながら里山の
自然保護に寄与できるということですが、それにも増
しての楽しみは参加する皆さんとの触れ合いであり作
業後の季節感一杯の食べ物や飲み物です。
アリスの丘ファームⅡでの野菜作りの方は、途中大
雤で畑が水田のようになる一幕もありましたが、排水
溝も作り立派な畑となりました。未だ現役の悲しさで
週末だけが頼りの心もとない状態ですが、それなりに
楽しんでいます。先日は近所に住む３人の孫が収穫し
たソラマメを喜んで食べてくれて、お爺ちゃんとして
は大いに気を良くした次第です。
しかし、ソラマメ以外の作
柄は悲惨なもので、玉ねぎは
玉ねぎと いうより野蒜か エ
シャロット、大根はかろうじ
て葉っぱが食べられた程度、
等々まだまだ精進が必要な状
態です。今年末で完全リタイ
アの見込みなので、来年から
は有り余るほどの時間で畑作
りの腕も格段に上がるはずだ
と皮算用をしているところで
す。
皆さん、これからもよろし
くご指導お願いします。
アリスの丘Ⅱで 五島さん
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アリスの丘で一休み
石塚 恵子
友人に誘われて、帝京大の近くに畑を借りたのが
始まりで、それから三回ほど場所は変わりました
が、続けること３５年。今では二人の生活の一部
となってしまった野菜作りは、全く経験もなく、
本を読み先輩のアドバイスを受けながら、だんだ
んと作る種類も増えて行きました。十年前に倉沢
里山を愛する会が出来て、たくさんの方々とも知
り 合 い に な り ま し た。種 や 苗、収 穫 し た 野 菜 を
譲ったり譲られたりと、楽しい野菜作りにいそし
んでいます。昨年北欧を旅した折に、ヘルシンキ
近郊の国立公園のハイキングに参加しました。
ネイチャーガ
イドの案内で森
の中を散策。立
ち入り禁止の札
もなく、柵もあ
りません。よく
手入れされた森
林は何処までも
見渡すことがで
き、木道に沿っ

入

会

の

雑

感
中川 俊子

もう何年か前からですが、自宅から竹やぶを寺方へ
抜け、石坂ファーム、百草園裏門前を右折して尾根道
から東電学園入口より一周するというのが、私のお気
に入りの散歩コースなのです。昔は黒犬をお供に、彼
が死んでからは、一人で早歩きで一時間半程の道で
す。その途中にある石坂ファームには、ブルーベリー
の季節にはよく行くのですが、その庭から向い側の風
景を眺めながら、この辺は一昔前の里山の雰囲気がと
ても良く残っているな、と思っていたのですが、ある
時、途中で富塚夫人にお会いして、丘の上の畑を見せ
て頂き、私もその場で会に入れていただく事に決めて
しまいました。今年の４月か
らは畑も始めています。会に
入ってほんの尐しばかりお手
伝いもしていますが、里山の
維持はなかなか大変なのだと
いう事を実感しています。大
勢の人手があればともかく、
尐人数の高齢者のみで維持す
るのでは困難と思います。百
草には背後に住宅地があるの
で、幸いにも人手も確保し易
いかと思います。後は運営ですが、世話役の方々も皆
さんとても良い方ばかりで、そのお陰もあると思いま
すが、畑で農作業をしている方も、花なども沢山植え
ていて、とても楽しみながらしている姿が見えるの
で、実によい感じです。
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て一輪草の群生地や、大きなアリ塚を見ながら湖の
そばにあるサウナも見学しました。起伏のある所を
二時間位のハイキングでしたが、フィンランドの空
気をいっぱい吸い込んできました。公園内にある丸
太作りの山小屋の中では、スタッフがコーヒーを沸
かし、ソーセージを焼いて待っていてくれました。
ハイキング仲間やスタッフとも歓談が出来、楽しい
時間が持てました。
里山でもこのような場所があったらと思っていた
ところ、最近、アリスの丘の一隅にテーブルとイス
が置かれた休憩所が出現。日除けのスダレもあって
畑作業の後、イスに座り
今日の成果を語り合い、
ゆったりとした気分にさ
せ て も ら っ て い ま す。
「鹿 お ど し」と い う
ちょっとした遊び心もあ
り、素敵な休憩所を作っ
て下さった棚橋さんに感
謝です。これからも今ま
でのように、自分たちの
できる範囲で、里山の会
の活動に参加していきた
棚橋さん作の鹿威し
いと思っております。
実は私も長年にわたり、地方
に移住して古民家に住み、背後
は里山で広い畑と庭もあり、き
れいな小川の流れも、山も近く
にあり、などと、これは全くの
空想なのですが、心の片隅に描
いていました。ただよくよく考
えてみればすぐ分かる通り、こ
んな事は全く実現不可能な夢物
語に過ぎません。不可能な理由
は十指に余るほどあるのです。
アリスの丘ファーム
地方では現在何処でも過疎に苦
中央通路沿いの花壇
しんでいますし、又若い人達は
皆都会に出て行って高齢者だけで、かろうじて村を
守っているようなところばかりなので、地方に移住す
るのは、若い人で大家族というのが必須条件と思いま
す。他にもいろいろありますが、要するに、不可能と
いうことになります。それよりは東京に住みながら近
くにある百草の里山で、ささやかな労働をして、田園
ライフの雰囲気を感じながら小さな楽しみとしている
方が、何倍も良い、ということに決めました。最後に
個人的な願望なのですが、私は何しろ花が好きで、こ
れは小学生の頃からずっとですから、かなり年季が
入っていると思います。先日も長久保緑地にコナラ等
の植樹を行いましたが、昔からこの地にある植物で花
の咲く樹もいろいろと混植
さ れ て い る そ う なの で、早
くそれらが立派に育って、
きれいな花を咲かせて欲し
いと願う今日この頃です。
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アリスの丘ファーム便り
棚橋 五郎
何事にも興味があり 惚れやすく、魅せられやすい 男
からの報告です
宮沢賢治（詩人）に魅せられて 数１０年前 足腰を
鍛えようとジョギングを始めようと思い、姿、格好から
入 い り、つ ば の 長 い 帽 子、上 下 の ト レ ー ニ ン グ ウ エ
アー、トレーニングシューズ、万歩計、などを揃え い
ざ出陣、だが雤 中止。又 ジョギング一式とマイケル
ジャクソンのＣＤを聞きながらと姿、格好を整えて、前
後輪２４段ギアー付マウンテンバイクを購入、いざ出
陣。炎天下の暑さに見舞われて坂道を上りきれずに、意
気消沈。よって宮沢賢治殿には申し訳ないが断念。
雤ニモマケテ、風ニモマケテ 雪ニモマケテ、夏ノ暑
サニモマケタ
高橋竹山（盲目の津軽三味線奏者）に魅せられて
５泊６日をかけて長野県木曽福島大桑村に山篭り
姿、格好は、作務衣にセッタで、総ヒノキの津軽三味線
を製作完成。三味線奏者 野村深山教室に通うも時間が
無く。我が家のタンスの中で三味線永眠。
などなど、どうもこの私は、姿、格好まではいいのだ
が、本題が伴わない性質らしいと反省した。
だが、土いじり、畑仕事に関しては 丈夫ナカラダヲ
モチ、慾ハナク、決シテ怒ラズ、イツモシズカニワラッ
テイル。畑仕事は飽きない趣味であるようだ。これから
も、「ヒデリノトキハナミダヲナガシ、サムサノナツハ
オロオロアルキ、ミンナニデクノボートヨバレ、ホメラ
レモセズ、クニモセズ、ソウイウモノニ、ワタシタナハ
シハナリタイ」と思っています。
本来の畑仕事をそっちのけで造った施設があります、
皆さんで大いに活用願います
苗種スタンド（アリスの丘、
梅の下） 買いすぎ、作りす
ぎの余った苗・種をほしい人
にお譲り下さい 苗育処(余っ
た種を育成、ご自由にお持ち
下さい) お休み処 突然の雷
雤、夏の日よけ、熱中症予防
に涼みましょう。鹿威し 水を挿して下さい、その先に
水を欲しがる猿候草が植えてあります。(P3の写真) 通
路の花壇 女性の方どうぞはさみで切ってお持ちくださ
い。又男性の方、女性が喜ぶの
で嬉しいといいます。是非奥様
に照れずにお持ちください。棚
橋実証済。（P3の写真）
最近感激の出来事です。
三石さんより頂いた麦種を蒔
き、霜除けに麦踏を繰り返し
作 り、鳥 よ け ネ ッ ト で 保 護
お孫さんと一休み
し、収 穫、乾 燥、脱 穀、精
麦、挽いた小麦で娘がパンを
焼き、孫が食べています。
30年家庭菜園をやっていて、
こんな感激は今まで経験した
ことがありません。
これからもまじめに畑仕事に
専念する棚橋からでした。
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４～６月の主な活動報告
4/24(土) 長久保緑地、植樹した樹木の支柱更新、外
来種、ブタナの駆除(約50名参加) 里山椎茸の汁物
5/15(土) 万蔵院台、第１、第２緑地の機械刈り第１
緑地崖地、万蔵院台保護区手刈り、栗林の外来種駆
除。(豚汁、約60名参加)
6/13(日)

アリスの丘、梅８Kgの収穫、（4名参加)

事務局にて梅ジュース仕込み中。
イベント用ブルーベリー摘み（2名参加）
6/17(木)

植物保護のため作業前のマークつけ（4名）

6/19(土) 万蔵院台畑の周囲、タラの丘、第１緑地の
機械刈り。第２緑地、万蔵院台緑地植物保護区の手刈
り。（シェフの作った本格的ミネストローネ、イタリ
アンサラダ、ハイブッシュ系ブルーベリー、フキの煮
もの）(43名参加）

７～９月の主な活動予定
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等
7月25日(日) （子供草木染め教室）雤天中止(下記参照)
8月21日(土)
（雤天の時は翌日に順延）
１０：００ 炭焼小屋広場集合
万蔵院台、タラの丘、畑の周囲、下草刈り他（作業後は
オープンサンド、アリスの丘梅ジュース、ブルーベリー
です）
9月19日(土)
（雤天の時は翌日に順延）
１０：００ 炭焼小屋広場集合
タラの丘、畑の周囲の下草刈り他（焼きそば、梅ジュー
ス、ブルーベリー）

子ども草木染め教室
―草木がくれる不思議な色―
7月25日（日）雤天中止
9：30炭焼き小屋広場 ～12：00頃まで
持ち物
ゴム手袋
緑地でお弁当を食べたい方は持参
★染液は里山にある植物（例外はアイとクララ）で
採り、媒染剤は何種か安全な手製のものを用意し
ます。大人の方も是非どうぞ。
★染める布 ある方は絹布、ない方には、主催者側
で下地染め済み（手ぬぐい大）のさらし木綿を用
意しておきます。
質問先、電話042－591-0605、峰岸立枝まで。多く
の方ご参加お待ちしています。
日 時

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆アリスの丘ブルーベリーが生り始めました。会員の
方限定で、一カップ１００円のカンパで摘むことが
できます。ファームのお休み処のテーブル上にカッ
プを置いておきます。カップは繰り返し使用します
ので、袋持参で、お持ち帰り下さい。
☆長らくお休みをしておりました事務局長ですが、お
陰様で体調も尐しずつ戻って参りました。大変ご心
配、ご迷惑をお掛けいたしました。まだ無理はでき
ませんが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

この活動は、2010年度一般財団法人セブン・イレブン記念財団の公募助成を受けています。

