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朝はふたたびここにあり 朝はわれらと共にあり
・・・・・・
野に出でよ野に出でよ 稲の穂は黄にみのりたり
わらじとく結え鎌もとれ 風にいななく馬もやれ
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島崎藤村。つけられたメロディも元気を与えてくれ
る。暖かいうちは、私は早くに自転車で畑に行くの
が好きだった。｢ひぐらし｣がしらしら明けのほんの
十分間ほどを厳密に選んで鳴き交わすのを知った
し、きまって道路を掃いてくれている人が居ること
も知った。物陰にほの暗さが残っている頃に歩いて
いる人達とは、なんとなく挨拶を交わしたくなるも
の だという ことに も気付 いた。あれ もこれも新 鮮
だった。射し初めた日の光は平行であるはずである
が、雲の微妙な間隙を突き抜けると扇形に拡がるの
にもあらためて感嘆したりした。私の区画から幾度
か眺められた。・・・朝はふたたびここにあり。
何十年も記憶の底に沈んでいた旋律が鮮やかに蘇って
来ました。倉沢、日本、そして世界中が平和で輝かし
い光にあふれる１年でありますように!!（事務局）
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百草谷戸開拓団と野菜作り
縁あってこの早春に入
会しました新参者です。
どうぞよろしくお願いし
ます。
活動の一環として菜園利
用をさせていただき、そ
れを通して自然とのふれ
あいと又、里山への理解
を深めようと考えていま
す。さてさて野菜作り。
たかが菜園、されど菜園。なんと難しいものか。思惑
通り上手くできない。難敵です。少しおおげさになる
かも知れませんが、自分の思いと経験を踏まえての野
菜作りのお話をひとくだり。 幸い今回の畑は百草谷
戸の荒地の開墾から携わる事が出来、白紙の状態から
のスタ－トです。刈り払い機を片手に、あるいはカマ
を片手に酷暑の中をクズとササとヤブカとの悪戦苦
闘。又、蝉しぐれと小鳥のさえずりの中で開拓を進め
ました。事務局を始め仲間達と心地よき汗を流し、今
になってみると心に残る温かい時間が流れていまし
た。そんな印象を残して開墾は無事に終える事ができ
ました。
はてさて、何を植え、何を育てるか。畑作とは自己
表現の場か？この畑に自分なりの構図を描き、思いを
馳せる。解っていますよ。野菜作りの王道は途中経過

初めての開墾・畑作り
植原 茎代
「日野にもこんなステキな景色があったんだ。」
百草谷戸開拓団に入れていただき、初めて百草谷戸
を訪れたときの私の第１印象でした。
が、開 拓 す る 場 所 を 見 た 私 の 率 直 な 感 想 は、
「ゲ ッ！覚 悟 し て い た も の の ク ズ と 笹 が す ご
い・・・」
酷暑というべき暑さの中、蚊にことのほか好かれて
いる私は、刺されまくりながら、他のメンバーや事務
局の方たちと、黙々と切ったり運んだり。でも私はこ
の黙々と作業するのが、わりと好きだったりします。
雑草抜きもやり始めると止まらないタチです(笑)
「無」になれることが私のストレス解消になっている
のかもしれません。
真夏の何回かの作業の後、やっと地面が見えはじめ
ましたが、ヤッター！と思うにはまだ早く、そこから
クワで耕し始め・・・・これが予想以上にキツく、ク
ズと笹の根がこれでもかと生えているため、切った
り、掘ったり、耕したり・・・。他のメンバーの方々
はとっくに耕し終わったというのに、私はまだ３分の
１くらい残っている始末。でも、のんびりマイペース
にやろ～っと、天気の良い日は畑でおにぎりをほおば
りながら景色を眺めています。
私にはまだ畑の知識というものはほとんどありませ
ん。どうして畑に興味を持ったのだろうと考えてみま
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の蓄積が経験と言うことを。その土地の気候、温度、
肥料、季節それらをどう整合させるのか？しかしなが
ら上手く出来ない。そもそも天も、野菜達も、害虫達
までもが、人間の企てや意図が透けて見えているのか
も知れない。時には雨、風、暑さ、寒さに一喜一憂。
暴風雨などはその動向を見誤ると眉間への一太刀に値
する。そんな人間の努力も意志をも見事に裏切り反映
してくれない。逆にいえば、だからこそ難しい野菜作
りにチャレンジしてみる甲斐があるものと思う。上手
く出来たら至福の時間を味わう事が出来ようものを
な－－。残念ながら僕にはまだまだ時期尚早！！ せ
いぜい至福の時間を吟味出来る時に至るまで、心中自
ずから虚心となり、雑念を捨てて畑作業に没頭するこ
とにするか。ほら見てごらん。成層圏まで届きそうな
澄んだ初冬の空とかわいた空気そして、風。畑作業の
中で大きく深呼吸。静寂と凡庸な風景の中に身をおき
ながら、もう一度心気を高揚させる。
さてと、もうひと仕事、もうひと仕事・・・・。

荒地を開墾して立派な畑になりました

した。子供が生まれる前までは畑や自然とはほとんど
無縁で、情報処理関係の仕事をして、終われば呑みに
行き・・・という毎日を過ごしていました。それが子
供が生まれて一変！子供と散歩する毎日がとても楽し
く、その中で自然に土や虫、鳥と触れ合うようにな
り、それが私の中でとても心地よいものに変わってい
きました。そして、７年前位に訪れた自給自足を目指
している家族の宿での体験で、自分で育てたものを食
べ た い、食 べさ せた いと
いう気持ちが少しずつ膨
らんでいったのではない
か と 思 いま した。そ う考
え る と、今 の私 があ るの
は子供たちのおかげでも
あるのかもしれません。
子 供 た ちに 感謝、そ して
暑 い 中、手 にマ メを 作り
ながら耕してくれた主人
にも感謝せねばなりませ
んね(笑)
でもその前に、この畑を貸して下さった地主さんに
御礼を申し上げなければなりません。そしてこの畑に
導いてくれた倉沢里山を愛する会の皆様にも・・・。
会の活動には家族で積極的に参加したいと思います。
まだまだすべてについて初心者なので、ぜひ皆様の
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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倉沢里山とファームの見学から

アズマネザサは厄介者？
田村はる子

多摩南生活クラブ生協 辻田友恵
11月15日、雨上がりのおひさまがうれしい日に倉沢里
山を愛する会の見学が実現しました。聖蹟桜ヶ丘からミ
ニバスで10分ほど、バス停を降りた坂道にはにこやか
に、会長の峰岸さんと事務局長の田村さん夫妻が迎えて
くださいました。
私たちは、日野市とその周辺９つの市を１つのブロッ
クとし活動している多摩南生活クラブ生協の環境の取り
組みを進めるメンバー４名。東京にあってまだ農地も残
され、里山も豊かなこの多摩の特性を活かして、「木
育」を新たなテーマにしたいと考え始めたところなので
す。「地域に残された貴重な自然を残したい」と取り組
んでいる皆さんの活動から学べることは多いはずと、草
の根市民基金ぐらんの縁で見学をお願いしました。
残された貴重な里山を守ることを主眼として始めら
れ、農(畑：市民農園)と樹林地での作業をセットで取り
組み、貴重な動植物の保全ということを目的にもしつ
つ、楽しく、里山の環境を守る。またその範囲を広げて
いく・・ことに取り組まれていました。田村夫妻、峰岸
さんは、私たちの趣旨を少し不思議に感じられたようで
したが、丁寧に案内と説明をしてくださいました。豊か
な自然と人の暮らしが接しているこの場所は、身近に自
然を感じられるよさと、その自然が暮らしに影響を与え
る部分が混在する不思議な場所でした。
まず、｢地域に残された里山とその自然を残したい｣と
の思いで始められた活動、その活動ありきで、農作業・
林を守り・整える作業を実践する中で、自然や自然から
の恵みを楽しむ・・ことができています。残された環境
を教育的に利用しよう・・と言うのではないアプローチ
の仕方は新鮮で、人が多く参加するということのよい面
と環境に与える負荷のバランスをとりながら、工夫され
つつ取り組んでいらっしゃいました。
森・里山を守ることが原点ながら、その教育効果は大
きいように感じました。残された環境を守る活動が豊か
に継続して行なわれ、地域の環境保全のス
タイルを拡げている点でも、有意義な活動
になっていると感心しました。何より、ア
リスの丘で野菜づくりに取り組んでいるメ
ンバーの方の自然な姿が印象的でした。

里山で最も厄介者の植物、それはアズマネザサ。根絶
やしにしたいという人もいるほど。ひとたび畑に侵入す
ると根は深く伸び、引っ張っても頑強で取りきれず、仕
方がないので地上部のみハサミでちょん切って、それを
何度も繰り返している方が多いことと思います。
以前そんな厄介者のササを材料にして、めかい籠の作
り方を教えてもらったことがありました。その時とても
楽しかったのでいつか本格的に作ってみたいと思ってい
ましたが、その後里山内では教えてくれる人も絶え、そ
の夢は途絶えてしまっていました。そんな折、市の郷土
資料館祭りで竹籠体験教室があり、早速参加してみまし
た。難しかったですが、先生に手伝ってもらいながら何
とか完成し喜々として持ち帰ったことを思い出します。
郷土資料館には竹取クラブというサークルがあること
を知り、それ以来２週間に一度ずつ習いに行くことにし
ました。幸い優しくて面倒見の良い先生に出会い、分か
らないところは何度でも根気強く教えて下さいます。５
年近く経った今、山本先生のお蔭で里山のササを使い何
とか形になってきました。身近な材料で素敵な籠ができ
るのは何と魅力的なことでしょう。その籠を下げてアリ
スの丘で野菜を収穫したり、ユッカ屋さんの薪窯で焼か
れた噛み応えのあるパンを仕入れに行くのが私の楽しみ
となっています。変われば変わるもの、今や私にとって
アズマネザサは厄介者どころか大切な昔からの友達のよ
うになっているのです。生まれ育ったこの里山の材料を
使って、生活に密着した伝統工芸の技を是非身につけた
いと思っています。そして次の世代にも籠作りを伝えて
いければこんなに嬉しいことはありません。
プラスチックと違いいずれ土に帰る材料なので、壊れ
てもゴミに出す必要もありません。今こそこのようなエ
コな素材が見直されるべきでしょう。秋のバザーにはた
くさん出品したいと創意工夫日々努力を重ねています。
アズマネザサは、里山では大雨の時土の流出を
防止したり、鳥や動物たちの棲みかや隠れ場所
としても好都合で、里山の生態系にとってなく
てはならない植物でもあるのです。繁殖力旺盛
で厄介なササですが里山では適度に刈り残し、
うまく共生していきたいものです。

私がこの会を支えたいと思った理由
８月、とにかく暑い日でした。里山に一歩入ると、そ
の暑さがひときわやわらぎ、少し不思議な気持ちで切り
株に座って、団体設立の経緯を伺いました。それが最初
の出会いでした。そこで伺った団体の歴史たるや、土地
をどのように地元の市民が整備できるようにしたか、行
政との折衝、時には国会議員への陳情など…ご苦労をさ
れたのだなぁと感嘆し、その痛快な活動譚にすっかり引
き込まれてしまいました。
私は以前青年環境団体の有給スタッフをし
ていました。そこでは問題そのものと問題
が起きる構造を青年の視点からさぐり、問
題点を知らせるための場をつくり、変えた
い相手に届ける、という活動をしていまし
た。前職が任期満了に近づき、次に持続可
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能で公正な社会を作っていくためにどのように自分の時
間を使っていこうかと悩み、今の仕事にたどり着きまし
た。その答えの一つは「一つひとつの活動の積み重ねで
ある市民社会としての声をもっと分厚く、大きくしてい
くこと」です。倉沢里山を愛する会の方たちの活動に参
加させて頂き、出逢いに感謝し、こんなすてきな団体さ
んを遠く陰ながら応援していくしくみのために、今の職
場での仕事に励みたいと思います。
ところで、倉沢里山を愛する会の会員になった経緯は
原発問題についてのチラシが炭焼き小屋の近くに置いて
あるのを見て「あ、すてきなセンスをしている団体だ
な。」と思ったことでした。そしてやはり決め手は自家
製のバジルペーストやブルーベリージャムをおいしくい
ただいたことだったと思っています。（新入会員）
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WHAT A WONDERFUL WORLD
(G.Weiss/B. Thiele)

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world
・・・・・

I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world

言わずと知れたジャズの巨匠サッチモことルイ・
アームストロング(1901～1971)が1967年ベトナム戦
争のただ中で反戦的意味を込めて歌い、その後永く
世界中で多くの人々に歌い継がれている名曲です。
最後の節は“I hear babies cryin',…”で始まっ
ています。そのサッチモが何かの折に、「この歳に
なったからこそこのフレーズがよく解るんだよ」、
と語っていたという話を聞いたことがあります。
彼がこの曲を歌ったのは多分現在の私より少し上の
年齢だったと思います。私も５歳になった双子の孫
たちが笑っているのを見ると生来の仏頂面が自然に
ほころんでいます。もちろん、孫の親たちは子供の
笑い声に幸せを感じているでしょうが、我々祖父母
の世代が感じる幸せには、また別の感慨があるので
しょう。だから私は“cryin'”よりも“laguhin’”
のほうがしっくり来る気がします。
YouTubeで“baby,laughing”と検索すると、世界中
のたくさんの映像がヒットします。子供たちの屈託
のない笑い声はまわりを無条件で幸せにしてくれる
からでしょうね。
2011年は人類史上経験したことのない大きな災厄に
見舞われた年でした。しかもそれが今後どれくらい
永く子供たちや私たちを脅かす
ことになるのかさえ不透明で、
新しい年を迎えて気分を一新と
いうこともできない状況です。
しかし、こういう状況だからこ
そ子供たちの笑い声が少しで多
く聞けるよう努力するのが、こ
の状況を作ってしまった大人た
ちの務めでしょう。私たちの価
大きなヒキガエルにヤ
ブレガサをさしかける
値観や暮らし方も見直す必要が
吉原大地くん
あるのではないでしょうか。
(11/23ひなた緑地)
2012年は、少しでも希望の持
てる展望が開ける年にしたいものです。(田村裕介)

棚橋さんの里芋畑でヒメネズミ(?)が巣
を作って子育てしていました。収穫の
際、気づかずに巣を壊してしまいました
が、うまく共存出来るといいですね。
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１０～１２月の主な活動記録
10/6(木) タラの丘の台風１２号によるサクラ倒木等
の応急処理（13名参加)
10/9(日) 第１．万蔵院台緑地・タラの丘の台風１２
号による倒木等の片づけ、花王みんなの森づくり応
援団から学生ら３名体験参加（72名参加)
10/17(月)

アリスの丘の柿もぎ（21名参加)

11/6(日) 近隣多摩市の大東住宅自治会から見学（20
名参加)
11/7(月) 第１．万蔵院台緑地・タラの丘の台風１２
号による倒木等の撤去・片づけ（10名参加)
11/12(土) 長久保緑地草刈り、折損木の片付け、ひ
な た 緑 地 落 枝 片 づ け 他（芋 煮 会・被 災 地 支 援 バ
ザー・古河物流㈱含め70名参加）
11/15(火)

多摩南生活クラブ生協から４名見学

11/23(水) ひなた緑地草刈り、竹林の倒木撤去・整
備他(45名参加）
12/10(土) 長久保緑地作業路作り、粗朶柵作り、樹
木剪定、第１緑地下草刈り、北緑地落枝片付け、万
蔵院台と長久保の落ち葉掃き他（55名参加）、野菜
だより(学研)取材
12/22(木) 北緑地・第２緑地の下草刈り、万蔵院台
落ち葉掃き他（35名参加）

１～３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）
1月18日(水)

高木の伐採・剪定、緑と清流課と協働

1月21日(土)

伐採木の片付け作業他（豆乳椎茸スープ）

2月11日(土) 緑地の落ち葉掃き、伐採木の片付け作業
他、椎茸の植菌体験（ミネストローネ）
2月22日(水)

緑地の落ち葉掃き他（おやつ）

3月17日(土)

緑地の落ち葉掃き他（カレー風スープ）

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆一昨年発行した 10 周年記念誌には№53 まで収載し
ましたが、本号はすでに 60 号となりました。毎号、
四苦八苦しながらも何とか続けられているのは皆様の
お蔭と感謝しています。
☆ 11/12 に開催したバザーの収益金 110,893 円は福島
県大熊町へ贈りました。ご協力有難うございました。
☆アリスの丘の堆肥ヤードの前に剪定枝等を集積する
ことはご遠慮ください。またアリスの丘の水道脇にも
捨てられた残渣等が見られます。畑からの土に帰る残
渣等は緑地の粗朶柵の中に入れても結構ですが、景観
にも十分配慮して見苦しくないようにお願いします。
☆ほぼ定期的にフィールド内の放射線量を計測してい
ます。周囲の住宅地内に比べて緑地・ファームとも線
量は低い値になっています。有機農法の畑は線量が低
いと言われています。落ち葉や腐葉土についても倉沢
のフィールド内では低い値になっています。
☆ 2012 年度のご案内を 2 月中旬頃発送する予定です。
新らしい年もご支援のほどよろしくお願い致します。

