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倉沢の里山と出会えて
野村トヨカ
私が倉沢の里山と出会ってから、もう十数年経ちま
した。はじめは、娘夫婦が私のためにアリスの丘の畑
を借りてくれて、倉沢里山を愛する会の活動にも参加
していたのですが、娘夫婦が活動に参加する時に、私
も何度か連れて行って貰っているうち、いつの間にか
私一人でも参加するようになっていました。アリスの
丘の畑も、私が娘たちから引き継いでいました。
季節ごとに、下草刈りや落ち葉掃きなどをして、作
業が終わった後は熱々の豚汁などを食べながら、参加
している皆さんと季節毎の里山の植物のことや野菜の
作り方、その他色々な話題でコミュニケーションをし
て頂いて、楽しい時を過ごさせて頂いています。
人間は、多くの生き物と自然の中で共に生きてきま
した。それが里山と呼ばれる地域です。倉沢は大部分
がその里山で、かつて人々は、その里山から多くの恵
みを受け、さまざまなことを学び、多くの生き物と共
に暮らしてきました。
四季の移り変わりとともに、姿を変化させる生き物
たちとの暮らしが、現在の風土を作ってきたのです。
その里山で生き物と一緒に共存出来ることが、人々に
とって心のゆと
りと安らぎを与
えるのだと思い
ます。
私も今年８０歳
に な り ま す が、
健 康 の 秘 訣 は、
皆さんと共に雑
木林の下草刈り
や落ち葉を掃い
雨の日に苗を植え付けに来た野村さん
て語り合った
り、畑で土に触れながら作物を作ったりし、またお互
いに情報交換をしたりしながら、身体によい美味しい
野菜を作ることで、心身共に元気でいることができる
のだと思います。
これからも、皆さんと一緒に倉沢の里山を愛して
いって、より良い里山作りの活動を続けていきたいと
思いますので、これからもよろしくお願いします。
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子どもたちの里山探検
静岡市在住 峰岸 節子
８ 月 ６ 日、倉 沢
の里山探検に行か
せて頂きました。
まず私たちを出迎
えてくれたのは、
私達の家の近所で
は見掛けないくら
いの大きなバッタ
たちでした。
一年生の娘と年長
の息子の二人で、捕まえられるものをどんどん籠の中
に入れていきました。草原ではショウリョウバッタや
イボバッタやコオロギを、木の茂った所ではカナブン
やカエルを捕まえました。
そろそろ探検終了かと言うところで、なんとカブト
ムシとクワガタが仲良く樹液に戯れているところを発
見し、子供たちも大興奮で汗だくになりながら「すご
い、すごい！！日野はむしむしパラダイスだ」と歓声
をあげ、必死に木にしがみつくカブトムシたちと格闘
し、見事籠の中に収めることが出来ました。
バッタ5匹・コオロギ2匹・ゴミムシ1匹・カエル２
匹・セミ2匹・トンボ2匹・カナブン6匹・カブトムシ6
匹・クワガタ3匹の入った籠から、なにやらひものよ
うなものが出ていました。「ミミズだ！」とびっくり
して驚く親の姿を尻目に、息子が得意げに「俺が捕ま
えたんだよ」という顔をしていました。
まさか虫籠に巨大ミミ
ズまで入っているとは思
わなかったので、慌てて
土 に 戻 し ま し た。そ し
て、その他の虫たちも逃
がしてあげることにしま
した。
息子はカブトムシはどう
しても飼いたいから連れ
て帰りたいと言いました
が、「また来年もカブト
ムシを捕まえたいよね。
このカブトムシたちがこ
こで卵を産まないと来年
逢えないんだよ。」と娘の提案に納得し「また来年も
あおうね～!!」と記念撮影をして、カブトムシたちと
コナラの木でお別れしました。
何より母である私自身も、木の樹液に集まるカブト
ムシを見たのが初めてだったので、子供たちと共に貴
重な経験ができて感動でした。
探検の後はお風呂の王様で汗を流し、翌日は早起き
してブルーベリー摘みとアリスの丘の畑に行きまし
た。帰りに寄った素敵なパン屋さんのパンと収穫した
ばかりの野菜がとても美味しかったです。
里山の自然を通して、子供たちにとってかけがえの
ない思い出ができたことを嬉しく思います。
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虫が好き、畑も大事
新入会員

田中 真弓

「キャーッ！ 気持ち悪いー!!」 虫というと血相を
変えて後退するママ友が増殖する中、私は大の虫好き
だ。専門的な知識があれば、今頃虫博士にでもなって
いるところなのだろうが、私の場合『虫に親しむ』と
いった程度のもので、落ちている、つまり死んでいる
虫を拾ってきては、毛むくじゃらな顔を、ニュートン
スコープや顕微鏡で眺めて感心したりニヤニヤしたり
するのが好きなのである。
環境は人を育てるというが、私の場合まさにそれ
で、小学校時代はほぼ毎日、新宿御苑や神宮外苑に
通って虫採りに没頭した。虫のいる所には草あり、木
ありで、自分も草木に囲まれているのが当たり前のよ
うな毎日を過ごした。
小学 校教諭時代 は、当然の ごとく『生物ク ラブ』
で、子供たちを土手に引っ張って行き、寒風の中、
眠っている虫や生き物を掘り起こしては喜び、今は自
分の子供を連れ回し、子供を口実に狩猟・採集に勤し
んでいる。
倉沢里山を愛す
る会が百草谷戸の
遊休農地を管理す
ることになり、そ
の開拓団に加えて
いただくことが出
来たのは、こんな
私にとって願って
もない幸運だっ
た。とは言うもの
の『笹やクズがは
びこっていて凄い所』との前フリの通り、そこは所謂
『藪（やぶ）』だった。
「ここが本当に畑になるのぉ～？」というマイナス
思考をねじ伏せて、絡みつくクズをひたすら切る、
引っ張る、かき分ける。真夏のぎらつく太陽が沈みか
ける中、刈払い機の音が高台に響き渡る。汗と泥と蚊
の襲来に苦しみながらの作業。まさに開拓の醍醐味!!
何回かの作業の後、藪はすっかり取り除かれ、地面
が顔を出した、と思ったのも束の間。１週間もする
と、早くもクズが再び勢力を伸ばし始めた。恐るべし
生命力である。
先日作業に行ったら、他の女性メンバーの畑には、
すでに作物の芽が生え揃っている。まずい、早く耕さ
ないと、隣の畑にクズが伸びて行く～」。徐々に畑に
変わっていく隣を横目に作業していたら、枯れ草の中
から大きなヒキガエルとヘビが現れた。一瞬時が止ま
り、懐かしい昔に引き戻されたような、何とも言えな
い幸福な気持ちに満たされた。
このところ晴天続きで土は乾き、ようやく伸び始め
た大根を、シャクシャクとバッタが食べている。彼ら
も喉がカラカラ～♡」と言いたいところなのだろう
が、憎たらしい。大好きな虫だが、畑で共存するのは
思っていた以上に忍耐が必要らしい。
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倉沢里山を取材して
8月17日、猛暑が続くなか、お時間をいただき、倉沢
里山にて取材をさせていただきました。「花王・みん
なの森の応援団2011」の学生レポーターとして倉沢里
山を愛する会についての記事執筆を担当することとな
り、今回取材をさせていただきました。10月には定例
活動にも参加させていただく予定です。
当日は峰岸会長、そ
して田村さんご夫妻
にお話を伺いまし
た。バ ス を 降 り、蝉
の音が大きく鳴り響
くなか倉沢里山に足
を 踏 み 入 れ る と、そ
れまでとはまるで違
う世界に入ったかのように空気が変わり、木々の中は
こんなにも涼しく心地の良いものなのかと少し驚いて
しまいました。私自身、横浜生まれ横浜育ちで、この
ような自然豊かな場所にあまり馴染みがなかったこと
も影響しているかもしれません。また、木々に囲まれ
た中で切り株のイスに座るといった環境でお話を伺え
たことにも感動してしまいました。
取材では、この倉沢里山が保全されるに至った経緯
や団体の成り立ちなどを中心にお話を伺いました。地
権者の方を中心に、行政や市民との協力によって公有
化を実現したフィールドで活動を行っている当団体の
形態は、10ある今回の取材団体の中でも珍しいもので
あったので、詳しく知ることができ、勉強になりまし
た。参考にした他団体についてのお話の中で「地主が
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花王・みんなの森の応援団2011 学生リポーター
首都大学東京３年
伊藤 綾香

その気にならなければだめだと気付いた」とおっしゃ
る田村さんの言葉が印象的でした。また、会員以外出
入り禁止の理由について質問した際には、里山の自然
への思いと、汗水たらして活動を行うことを大切にす
る心などを強く感じました。
このようなブレないしっかりとした軸があるからこ
そ、倉沢里山を愛する会としての活動が現在のような
形で成り立つことができているのかなと思いました。
取材後には、手作りのバジルペーストとブルーベ
リージャムをいただいて(とっても美味しかったで
す！)、その後フィールドを案内していただきまし
た。歩きながら、植物や昆虫、里山について一つ一つ
説明していただき、私自身楽しかったのはもちろんで
すが、なによりもみなさんとても楽しそうに緑の中を
歩かれていたのが印象に残っています。少し一緒に森
を歩いただけでも、とても楽しそうな様子が伝わって
きたので、10月の活動日はどのようなのだろうかと、
今から本当に楽しみです。
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つわもの

夏草や 兵 どもが・・・
杉本 研士
｢炭焼き小屋｣とはこの２月が初対面だった。お目に
かかった瞬間、｢大砲の上にシャレコウベが～～、
シャレコウベの言うことにゃ、鐘の音も聞かずに死
んだ～～｣というロシア民謡が思い浮かんだ。かつて
一世を風靡した「歌声喫茶」で愛唱された歌の一つ
である。｢鐘の音｣というのは勝利の鐘の音のこと
だったろう。その歌声喫茶は絶滅してしまった。
御役目御免になった大砲というものは、古今東西、
えも言われない「はかなさ」を漂わせる。たとえば
植民地時代、列強に築かれた南海の砦。そこに残さ
れている途方もなく重そうな砲の列。かつて操作さ
れて火を噴いた光景を想像してみる。血と汗、野望
といったエネルギーは余すところなく風化され、今
漂うものは｢兵どもが夢の跡｣ばかりである。･･･
塹壕から砲身をのぞかせて南の空を睨んでいると言
うと勇壮だけれど、倉沢里山の｢炭焼き小屋｣は大き
な屋根につぶされそうになっているスッポンのよう
にも見えないではない。愛嬌がある。
しかしこれは、そもそも砲身ではなく、わざわざ斜
めに作られた煙突である。どうして斜めなのかとい

うと、煙を逃す直前に急冷して｢木酢｣をも採ろうとす
る工夫であろう。それで頑丈なファンやパイプが付い
ていたり、垂れたりくびれがあったりする。
幾度も眺めているうちに、『･･･三回(?)の稼動一睡
の中にして、｢炭焼き小屋｣は｢タラの丘｣の東方にあ
り･･･いずれの日にか元に返らむ』という復活への思
いから、砲身と見紛うところを誇張して捉えてしまう
癖がついてしまったようである。｢倉沢里山｣のうちで
も、とりわけ好きなスポットである。
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倉沢里山の放射線量は？
國分 知子
大震災と原発事故から６か月が経過した残暑厳しい９
月中旬、倉沢の緑地をはじめ近くの南百草園住宅内の公
園や高幡不動駅周辺の放射線量を測定してみました。
測定した範囲で線量の高いのは、駅周辺の市街地の風
の流れのない地下駐車場や駐輪場、アスファルトやコン
クリート、石の壁です。放射線量の高い所へ行ったかも
しれない車が通ると値は急に上がります。南百草園住宅
内の道路では地上１ｍの高さで0.07～0.09、0.1を超え
る所もあります。ただちに健康に影響を及ぼす値ではな
いようですが、小さな子供さんにはなるべく生垣や緑の
多い道路を通行されることをお勧めします。
今回、線量計を直接置いて測定したところで最も値が
低かったのは、万蔵院台緑地の堆肥床を10㎝ほど掘った
所(0.039)、次は堆肥床の表面(0.047)。3番目はアリス
の丘の有機農法の畑(0.050)でした。
セシウムは枯葉に付着しやすいというので、野菜作り
の仲間の間では今年の腐葉土は使えないのでは、と話題
になっていたところでしたので、意外な結果に驚かされ
ました。千葉県にある放射線医学総合研究所に尋ねたと
ころ、土にはセシウムを吸着しやすい土と、しにくい土
があるようですが、有機農法の土は吸着しにくいと考え
ているという回答でした。
「すご～い!! 倉沢里山は植物や生物の宝庫であるだけ
でなく、丘陵地でかつ台地という地震に最も強い地形
で、更に放射線にも強い、神様に選ばれた所！」と思っ
たら、感動してうれしくて、ひとりで顔がほころびまし
た。 (文中・下表とも数値の単位はμSv/h)
ゾーン
場 所
《倉沢里山を愛する会のフィールド内》
万蔵院台緑地
炭焼き小屋広場
〃
林床中央の草地
〃
広場横の堆肥床表面
〃
腐葉土内部 (-10㎝)
〃
北側崖面草むら
〃
北側道路の側溝の中
〃
萌芽した木の茂み
〃
栗林の根切り溝の中
第２緑地
広場草むら
アリスの丘
駐車場砂利敷き
〃
ファームⅡの区画内
〃
ブルーベリーネット内
第１緑地
アスファルトスロープ
《南百草園住宅地内》
観音堂公園
芝生
〃
地区センター芝生
ちょうまんぴら公園
北側の芝生
〃
西側木製ベンチ
大林公園
すべり台の下
〃
砂場
御嶽上公園
東側大谷石の壁際20㎝
〃
水道の西芝生
雨乞公園
砂場
〃
堆肥ヤード
枡井西公園
東側芝生
御林山公園
中央ベンチ
〃
遊具西の芝生

地上1m

直置き

0.046
0.048

0.059
0.057
0.047

0.059
0.051
0.055
0.053
0.064
0.044
0.043

0.039
0.071
0.095
0.069
0.089
0.055
0.090
0.050
0.063
0.089
0.084
0.095
0.089
0.099
0.074
0.121
0.104
0.086
0.072
0.115
0.076
0.072
0.101
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７～９月の主な活動記録
7/1(金)

Ｐ協定に基づき日野市環境共生部と協議

7/7(木)

保護植物のマーク付け(6名参加）

7/9(土) 粗朶柵の蔓撤去・万蔵院台北崖・長久保緑
地下草刈り他(55名）
8/24(水)

保護植物のマーク付け(5名参加）

8/28(日)

(雨で順延)栗林・タラの丘下草刈り(45名）

9/14(木)

保護植物のマーク付け(5名参加）

9/18(日)

第１・万蔵院台北崖手刈り他(50名参加）

１０～１２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
各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日
（緑地の状況により内容を変更する場合があります）
10月9日(日)

緑地の倒木等片づけ他

11月12日(土) 前回の続き他

けんちん汁

芋煮・被災地支援バザー

11月23日(水) 長久保緑地下草刈り他

焼き芋

12月10日(土) ひなた緑地の下草刈り

椎茸スープ

12月22日(木) 緑地の落ち葉掃き他

おやつ

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆今年度に入ってから百草谷戸の４軒の地主さんの農
地５か所を、本会が管理することになり、７月は毎週
荒れ地の開墾をして、すでに新しい会員が耕し始めて
います。市民の手で農地を保全・維持していくという
本会のコンセプトを、倉沢から百草谷戸にも拡げつつ
あります。大切な土地をお借りするのですから、地主
さんの信頼を裏切らないよう努力したいと思います。
☆放射線の状況については心配されている方が多いと
思います。本会ではシンチレーション式サーベイメー
ター（放射線量計・ホリバ RADI）を入手してフィー
ルド内（緑地とファーム等）を定期的にチェックして
いく予定です。自宅などで測定を希望される会員には
機器のレンタルを致します。予約制としますのでご希
望の方は事務局までお問い合わせください。
レンタル料金
使用時間
24h
36h
48h

会 員
無料
1,000円
2,000円

会員外
2,000円
3,000円
4,000円

☆ 11 月 12 日の活動日に、バザーを開催します。今回
は売上金のすべてを、福島第１原発の地元である福島
県大熊町に寄付したいと思っています。赤十字等の大
きな組織では被災地に届くまで時間がかかりすぎると
いう実情もあり、出来るだけ早く被災者個人にまで届
けられるよう考慮しました。皆様のご家庭にある不用
品や手作りの作品・食品、畑の産物等々、お寄せいた
だければ幸いです。価格設定はそれぞれの出品者にお
願いします。同時に現金での寄付も受け付けます。
出品・運営等、皆様のご協力をお願いします。
☆会員の金子愛々さんが 7 月 30 日に逝去されました。
アリスの丘が本会に移管される以前から色々お世話に
なりました。心からご冥福をお祈りします。

