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加藤 昭二 

多摩市側から十二社を通り活動に参加しています。 

以前は、百草の青木マンションに住んでいて切通し

を越えて牛舎の前を百草園、八幡神社と散歩がてら倉

沢の近くまで来ていました。そのマンションの管理を

なさっていた青木さん宅がアリスの丘の近くと知った

のは、多摩市に移り住んで、会に入ってからでした。 

里山では、作業・自然・畑を楽しんでいます。 

クズを掃き、草を刈

り、汗を流した後の

料理もおいしくいた

だいています。クズ

を集め一年経つと、

カブトムシの幼虫が

枯れ葉を食べて腐葉

土にしてくれます。

私はそれをいただい

て畑に戻して肥料に

しています。ありがとう。 

刈払機を使い、下草まで日が当たるようにして目の

前の藪がきれいになるのは気持ちがよいものです。で

も目印をつけた希尐植物を刈らないように注意しなく

てはいけません。刈り過ぎ、きれいにし過ぎるのも自

然のバランスを失うことでしょう。作業が終わると、

木陰は落ち着きと涼しさで疲れを取ってくれます。 

先日は薪割りをして子供のころを思い出しました。 

コナラ・クヌギは樹皮を見て違いがわかるようにな

り、今後は、先日いただいた「くらさわ・ノート」を

手にします。不明な植物は峰岸立枝さんにお聞きしま

す。ギンランは町田市の小山田緑地で見ましたが、キ

ンランも生えているとのことでいつか見たいですね。 

畑では麦を、小鳥のエサのパックから種もみを取

り、始めてみました。小麦とライ麦を１１月にまい

て、麦踏み、土掛けをして、６月には穂を摘んで、最

後はコーヒーミルで粉に。ライ麦は成長がよくて長い

麦わらが採れます。わずか３列の栽培ですが見よう見

まねでやっています。 

三浦紀三雄さんの指導により樋を横に並べ、ナガイ

モを植えてみました。秋には、60センチほどを収穫。

夏は草の勢いがすごく、それならばとサツマイモを植 

えて草除けの助けとしています。畑の一角に落ち葉を

貯め、牛糞と鶏糞を交互に混ぜて一年後の肥料の完成

を待っています。イチゴは冬の寒さにやられ小さくな

り地面に張り付いていますが、実を着けるかどうか楽

しみです。アリスの丘から八幡神社・百草ファームま

で走るとアップあり山道ありでトレイルラン・オリエ

ンテーリングの良いトレーニングとなります。 

すぐ近くにこんな自然とのふれあいがあります。 
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里 山 の 楽 し み 
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「偶然」に導かれて 
杉本 研士 

農場の向こうに・・・陽炎が立つなだらかな丘の向

こうに・・・・・。ありました。待っていてくれたか

のような林、畑、小径。春はまだ浅く、とりたてて目

を引くものはないのにこのあたりを漂う暖かさは何な

のだろう。ゆっくり降りて行きました。可愛く区画さ

れた、それぞれの表情を持つ菜園。その中頃にちょっ

とした雤除けが作られていて、「採れすぎの野菜、購

入しすぎた苗などを自由にお使い下さい」とあり、そ

の奥にスリットを入れられた孟宗竹の一節が転がって

いて、「お心付け」と書いてあります。台も竹もかな

り古びておりました。その斜め向かいに小さな東屋が

やはり手作りされていて、「お休み処」とあり、テー

ブルと４脚の椅子が置かれ、鉄パイプの柱は樋のよう

に割った竹で上手にくるまれていました。屋根はまだ

新しいようです。「なるほど、これかなあ」と思いま

した。その日のうちに入会しました。それからちょう

ど２週間後、また快晴にめぐまれて「炭焼き小屋」の

ほうを散策しました。森の山賊たちの集会所といった 

10周年記念出版に参加して 
  峰岸 立枝 

10年間発行したニュースレターの合本を中心に、行

政関係者の寄稿・資料編・ほぼ全員の寄せ書きなどを

加えて10周年記念出版の第１弾として発行するように

事務局長が構想を練り、幹事会にも諮って春に刉行で

きる寸前まで来た昨年の春、裕介さんは待ったなしの

入院・手術を余儀なくされました。幸い医学の進歩と

本人の冊子の発行をしなけ

ればという強い意志からか

手術は成功し、退院後の行

事もこなしながら、11月に

発行できました。裕介さん

の身体の特に危険な状態が

改善されたことと私たちの

会の歩みを手にできた時の

喜びはひとしおでした。 

市民団体の刉行物は個人の

自費出版と違い、予算獲得

という事務的な仕事から始

まります。私の夫の会長も

かつて現役時代文科省の科研費を獲得して研究を行っ

たことが何度かあり、予算獲得とその後の面倒さを

知っているので手を出さず事務局長任せです。 

コストを尐しでも抑えるため、原稿を出版社に渡し

て後はお任せというわけにはいかない会の記念誌で

す。それにはパソコンを駆使して印刷の前段階までの

すべてをこちらでやって、最後の印刷・製本だけをお

願いすることになります。ＤＴＰのエキスパートが必

要になります。事務局長しかできない仕事でした。 

900gの冊子は間違い箇所に気がつくくらいに読んで

いただき、会の所期の理念を再確認し、本会とご自身 

との関係に改めて思いを馳せたり、会員仲間の親睦を

深める一助となればと思います。あわせてニュースレ

ターにまだ、書いたことのない人のこれからの寄稿も

ぜひお願いします。 

次いでハンドブックの発行です。この頃も裕介さん

は色々な検査を繰り返していました。発行期日も切迫

していたので、事務局２人と私の３人で知恵を出し合

いながらまとめて発行する以外にありませんでした。

種を選ぶ基準は何か、使える写真があるか、尐しでも

使い易いものにしたい等々、細かい相談をする機会を

多く持たねばならず、最小限の人数で進める以外にな

かったのです。私たちのフィールドとボランティア活

動の中から生み出す図鑑をコンセプトにしたことが成

果物に表現できたと思います。短期間に作業を進展さ

せ、急いだ結果２月中旬、ようやく「くらさわ・ノー

ト」として発行することができました。 

ボランティア作業の際にはポケットに入れておい

て、ノートのスペースに書き込みが多くなりますよう

に。また倉沢・百草地区を訪れる方々に使われ、里山

への理解や自然環境について考えるきっかけになって

くれればいいなあと思います。 

３月８日には、早速近くのシニアクラブの同好会の

方々がこれを携帯して百草を歩き、肥料を提供してく

れている百草ファームの牛に会い、

その牛乳で作ったジェラートを食べ

るコースをとり感動しました。 

事務局としていつも明るく会員に接

し、管理地の動植物の情報収集にも

怠りなかったはる子さんがいてくれ

て、２つの冊子の刉行ができたこと

にも感謝します。記念誌には残部が

ありますので、ご希望の方には実費

カンパということでお分けします。 

ふうに輪を描いて埋め込まれた丸太の椅子が楽しく、

その一つに腰をかけてスケッチをしました。木々の芽

は確実に動き出していて、遠くの枝先は淡いセピア色

を含んで見えました。次には崩れた野砲のようにおど

ろおどろしい「炭焼き小屋」そのものを、勇気を出し

てスケッチしてやろうと思っています。（新入会員） 
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私 流 ・ 沢 庵 漬 け私 流 ・ 沢 庵 漬 け私 流 ・ 沢 庵 漬 け   
唐木澤泰子 

里山に渋柿が色づく頃、沢庵漬けの下準備が始ま

る。干柿作りで出た柿の皮、ナスの葉などを天日でカ

ラカラに干し上げておく。 

材 料 干大根 ２５～３０本 塩 カップ４ ザラメ 

カップ３ 糠カップ１.５  渋柿の干皮、ナスの葉   

作り方 ① 大根は葉の部分を切り落とし、平らな板

に転がしながら力いっぱい揉み柔らかくする。葉

のつけ根を棒でトントン叩くとよい。② 塩、糠、

ザラメ、粉状にしたナスの葉を混ぜておく。③30ℓ

の樽に漬物用ビニール袋(２斗用)を敷き、底に②

の混ぜた糠を２握りほど振り入れ、大根は太い物

を真ん中にするように隙間なく並べる。隙間には

切り取った大根の葉を詰め、②の混ざった糠を大

根が見えないくらいに振り入れ、更に大根並べを

繰り返し、最後に糠をたっぷりかける。漬け終

わったら、干した柿皮や大根葉を、切り口を中心

にして蓋のように被せ、ビニール袋の空気を抜

き、縛り口に余裕をもたせて（水が出てくるので) 

意外と楽しい落ち葉掃き  
日野市郷土資料館館長 岡田 忠昭 

２月２６日、郷土資料館で希望者を募り倉沢里山を

愛する会の定例作業に参加させて頂きました。資料

館からは、親子連れやご夫婦など１４名が参加しま

した。 

当日は真っ

青な空に雲

がポッカリ

と浮かび、

広い雑木林

とその奥に

は広ーい畑

が広がり、

ここが本当に日野市なのかと目を疑うほどでした。 

私たちは、取りあえず「落ち葉掃き」を手伝うこと

になりました。会員の皆さんのテキパキとした作業

に比べ、最初は戸惑いましたがすぐに作業に慣れ、

参加の子ども達も遊びを交えながら一緒に一生懸命

手伝いをしていました。 

男性会員達は雑木林の高所での枝の間引き作業を手

際良くやっていました。作業を見ているうちに昔の

記憶がよみがえり、とても懐かしい気持ちになりま

した。 

私事ですが、我が家も以前は農家で、鶏や牛や馬、

ヤギなどと一緒に暮らし、庭の木に登っては落っこ

ちたり、色々なことを経験して尐年時代を過ごして

きたので、広い場所に出ると気持ちが「ホット」す

るのです。 

そうこうしているうちに、郷土資料館の職員が調子

に乗ってまき割りに挑戦です。「うおりゃー」と実際 

に叫んではいませんが

(本人の名誉のため)、

そんな感じでした。そ

ばで見守って下さった

会員の皆様、危なっか

しくてさぞ心配だった

と思います。でも、見

ていてとても面白かっ

たです。 

さて、一段落していよいよ「しいたけの種駒植え」

です。田村さんを先生に原木選びから種駒の植え

方、今後の管理方法などを教えて頂き作業の開始で

す。作りやすい原木を用意して下さった中で、最後

のほうですばらしい原木を発見し、選んだものを家

に帰って計ってみたら、何と１６kgもありました。

妻からは「引率者なのだから子どもじみたことはし

ないの！」と叱られましたが、どんなに立派な「し

いたけ」が出来るか、今からもう「ワクワク」で

す。でも、実は私短気なものですから、熟成まで２

年ぐらいは必要ですとお聞きし、「何にしても物作

りは大変なのだな！」と思うのと同時に、「待って

られない」という好奇心がムクムクと湧き上がり、

１年で出来るという触れ込みの促成栽培キットを手

に入れ、独自に研究を始めました。「うまく行けば

秋ごろには、ウフフ」。となると良いのですが、こ

れからが楽しみです。 

作業の後、おいしい沢庵漬やお汁粉、その他手料理

を振舞って頂き、それはもうすばらしい体験でし

た。資料館からの参加者も、皆とても満足な様子で

帰路につきました。倉沢里山を愛する会の皆さん、

私達にこうした機会を与えて下さりありがとうござ

いました。また参加する機会があれば幸いです。 

縛る。押蓋をして重石(30㎏)をのせる。最後に、

樽にカバー用のビニール袋をすっぽり被せ、しっ

かり結えておくと外への臭い止めとなる。 

 ２～３日で水が

上がり、40～50日

目位から食べられ

る。４月位までが

食べ時である。 

半年以上、特に土

用を越し酸敗した

古沢庵は、塩抜き

し煮沢庵にすると

深い味わいの１品

となる。また味噌漬けにしてもよい。 

近年干大根が店頭から姿を消し、この冬も予約で何

とか手に入れることが出来た。店頭の話では農家の人

たちの高齢化で、大根を干し上げる作業が大変になっ

てきたこと、沢庵を漬ける人も尐なくなってきたこと

などによるらしい。アリスの丘の自産の大根で漬けて

いる方もいるが、子供のころから食べ親しみ、今尚お

米のご飯にはちょこっと欲しい噛みごたえがある沢庵

漬、漬け続けたい漬物のひとつです。 
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１～３月の主な活動記録 
１/19(水) 大木伐採  日野市との協働作業(17名） 

１/22（土) 大木伐採の後片付け 鮭の粕汁、三石さ

ん手作りの沢庵漬、ピザのお試し焼き(52名参加）   

ピザ窯は棚橋さんがコツコツ手作りしてくれました 

2/10(木) 計画では9日の予定が雤で10日になりまし

た。全員で北緑地の下草刈り おやつはマフィンに

コーヒー（21名参加) 

2/26(土) 万蔵院台落ち葉掃き(郷土資料館の雑木林

探検隊が体験参加)、樹木の枝下ろし、椎茸の植菌 

 お汁粉(事務局で搗いたお餅入り)、唐木澤さん手作

りの沢庵漬、井坪さん手作りの柚子大根・ふきのと

う味噌（55名参加） 

3/20(日) 未曾有の大震災でガソリンや食材不足など

もあり時節柄中止としました 

４～６月の主な活動予定 
4月16日(土) 春の見学・散策会(横浜市・新治市民の森)   

 9時20分 第1緑地駐車場 (バンダナ・飲料水・弁当) 

(参加費無料・先着順・事前にお申し込みください) 

各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等 

各回とも集合１０：００ 炭焼小屋広場 雤天時翌日 

5月14日(土) 緑地の下草刈り ミネストローネ 

6月11日(土) 緑地の下草刈り トン汁 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆新しい年度が始まり、ファームにも新しい仲間が参
加されます。皆様よろしくお願いします。 
☆倉沢でこの春から体験農園が始まります。会員が駐
車する際は必ず会発行の駐車票を掲出して下さい。駐
車票が必要な方は事務局へお申し出ください。 
☆百草ファームの大木さんから、アリスの丘に牛糞を
無償で運び入れて頂いていますが、棚橋さんが作った
種苗交換スタンドに置いてある「お心づけ」の竹筒に
１回利用するたびに 100円とかカンパして、ガソリン
代くらいは大木さんにお渡しできたらと思います。皆
様のご賛同とご協力をお願いします。 
☆停電中は、アリスの丘の水は使用禁止です。 
☆巨大地震と巨大津波による未曾有の大災害に加え、
原発の大損傷により、世界が経験したことのない危機
に直面しています。一日も早く危機が収束し復興に立
ち上がれる日が来ることを祈るばかりです。今回の激
甚災害で、自然の大きさや怖ろしさと同時に環境やエ
ネルギー問題等を含め私たちの暮らし方、地域や社会
のコミュニティの大切さを改めて強く意識しました。
被災された方たちを支援し、より良い社会を再構築す
るために、それぞれができることをお互いに協力しな
がらやっていければと思います。 
☆倉沢里山やアリスの丘に、原発事故の影響がこの先
どのように出るのかわかりませんが、今は淡々と種を
蒔いたり苗を植えたりしています。新入会員の杉本さ
んからのメールでも触れられていましたが、マルティ
ン・ルターは「明日世界が終ろうとも私は林檎の木を
植え続ける」という言葉を残しています。豊かな実り
を信じて種を蒔き苗を植えるささやかな普通の生活
を、いつまでも続けられますよう願っています。 

國分 知子 

尐し春めいてきた3月11日、私は新宿御苑の見えるレ

ストランで友人4人と遅い昼食をとっていました。行列

のできるレストランなのですが、御苑側はガラス張りの

吹き抜け、天井には５つのシャンデリア。椅子に座った

時「地震が来たらまずいな」と、はっきり思いました。 

でも、目の前は新宿御苑だから避難所にいるも同然と

思い直してのんびり食事をしました。やがて帰る支度を

始めた14時46分頃、一人が「私、体が揺れてるみたい。

ワインのせいかしら」と言ったかと思うと、揺れはどん

どん大きくなり、シャンデリアは大きく揺れ、私は判断

がつかなくて思わず「外へ行くの？テーブルの下？どっ

ち？」と声をあげました。店員数人が入口に集まり「外

へ避難して下さい！」と誘導してくれたので外に出まし

たが揺れは何度も続き、避難所の御苑には柵がどこまで

も続き中に入ることはできません。柵は高すぎて登れた

としても、飛び降りたら捻挫は必至。ビルによって揺れ

方が違うのでぶつかり合ってガラスが落ちてくるのは時

間の問題、都会がガラスの城であることを実感しまし

た。屋上の避雷針はメトロノームのように揺れています

し、地下鉄入口の段差に出来た隙間から水が出ている

し、ともかく危険な都心を離れようと歩きました。つつ

じが丘まで。そこへ一緒にいた友人のご主人が迎えに来

てくださり、深夜1時20分やっと家に帰り着きました。 

その後ニュースを見て、初めて東北の被害状況を知り

愕然としました。地震も津波も怖いですが、原子力発電

所の事故は近づけないし、放射線は見えないし、対応策

のない人体実験が始まったような不安に、日本だけでな

く世界中が動揺しています。今回の都心での体験から倉

沢の緑地の防災上の役割りも改めて再認識しました。 

以前、ニュースレター№6に植物の「ひまわり」が、

放射性物質のセシウム137を吸収する力があるらしいこ

とを書きましたが、根にセシウム137を、花にストロン

チウム90を蓄積し、危険性がなくなるまで30年以上かか

る土壌の放射性物質を20日で95％以上除去した記録があ

るそうです。菜の花も同様の働きをし、チェルノブイリ

に近いナロジチでは2006年に日本のNPOが「ナロジチ再

生菜の花プロジェクト」をスタートさせています。 

もともと自然界にない多くの種類の物質を除去するこ

とはとても難しいと思いますが、2種類の物質だけでも

除去できてリスクがないとなれば、是非「ひまわり」と

「菜の花」の力を借りたいと思います。科学的なメカニ

ズムはわかりませんが、青い空に明るく力強い黄色の花

が私たちを勇気づけてくれると思います。 

地震、津波、火山の噴火は日本に生きる私達の宿命で

すが、大切なことはここでどう生きるかだと思います。 

私は今回の事故で原子力発電はあまりにも危険すぎる

と確信しましたので、自然エネルギーへの転換を、日本

はこれまで以上に本気でやらなくてはと考えています。 

★前号に寄稿していただいたＪＣ(旧JA)総研の星勉さ

ん編著による「柔らかいコモンズによる持続型社会の

構築」(農林統計協会)が刉行されました。倉沢里山を

愛する会が都市の先進事例として取り上げられていま

す。事務局にありますのでご希望の方に貸出します。 

大災害をひまわりと菜の花で大災害をひまわりと菜の花で  


