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幻 の 蜂 蜜幻 の 蜂 蜜  
杉本 研士 

自然からの美味しい恵みを何時までも貰い続ける手

だてはないものかと考えて、｢日本ミツバチ｣というこ

とに思い至った。日本固有の野生種で、採取できる蜜

の量は少ないが手間は掛からないということである。 

「しめしめ、こいつに稼いでもらおう」という虫の

よさが祟ったのか、数年前から進行中だった｢脊柱管

狭窄症｣というのがにわかに進んでしまって、昨年の

暮れから正月を跨いで入院手術を受けるはめになって

しまった。 

手術はかなり大掛かりなもの

で、正直、応えた。痛かった。

けれど、この時期の入院という

のはけっこう悪くない。①汗ま

みれにならず、二次感染のリス

クが少なくなる。②病棟が空き

気味でありながら、ナース等の

勤務のローテーションは変わら

ないので、手厚くしてもらえ

る。③クリスマスや正月の献立のバリエーションを病

院食なりに楽しめる。・・・ 

アザラシさながらに横たわって、｢日本ミツバチの週

末養蜂｣というＤＶＤをいやでも見続けた。初めのこ

ろは、ミツバチがみっしり重なり合ってうごめいてい

る映像などが気味悪かったが、だんだん可愛いと思え

るようになってきた。 

テレビでも年末年始には｢日本の風物誌｣といった番

組が多かったので、｢やあ、野生のミツバチがいっぱ

い住んで

いそうな

所だな｣

と頭の中

がミツバ

チだらけ

に な っ

て、その

分だけ痛

みが軽く

なった。 

さいわい、凄腕の主治医のおかげで手術は成功。 

そして春。｢幻の蜂蜜｣との出会いを夢見て、菜の花

にも運を託している。 

アリスの丘にマイホーム 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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活 動 に 参 加 し て 
～感想と考察～ 

東京農業大学造園科学科２年 石井隆行 

私が倉沢里山を愛する会の里山保全活動に参加する

きっかけとなったのが、後期「環境学習と体験活動」

という授業でした。この授業は、実際に環境保全団体

に生徒一人一人が個人でアプローチし参加した内容を

レポートにまとめるという、座学が多い大学では他に

類を見ない授業です。私は植木屋である父親の跡を継

ごうと思い農大に進学したこともあり、造園分野と関

わり深い里山の環境には大変興味があったため、この

授業をきっかけに里山保全ボランティアを体験してみ

ようと思いました。そしてボランティア団体が一覧に

なっているホームページからこの団体を知り、１月１

９日の活動を体験する運びとなりました。当日は数日

前の雪の名残が林床にみえる、寒い日でした。 

そこには起伏のある地形に形成されたクヌギ林と畑

地が印象的な倉沢の里山がありました。その里山にて

伐採された木の枝を用いた粗朶柵を作る活動を午前の

時間で行い、作業後に熱々の粕汁を頂きました。その

後、レポート作成のインタビューを兼ねた談笑とも呼

べる会合を田村さんと行ったのですが、この会合がと

ても価値あるものとなりました。倉沢里山を愛する会

の経緯についてや、いかに倉沢緑地が生態系的、景観

的価値をもっているか、そしてそれを保全するために

この会がやってきたことなど、様々なお話を聞くこと

ができたからです。その時頂いた手作りの梅ジュース

(農場産の梅！)も絶品でした。また、倉沢里山を愛す

る会の過去のニュースレターをまとめた「緑の風は永

遠に」と緑地内の動植物を掲載した「くらさわ・のー

と」を拝見、頂戴しました。そして夕方に解散となっ

たのですが、この一日を通して私が感じたことは、恵

まれた自然の中でコミュニティの活動、飲食をするこ

とはとても楽しい、という当たり前のことと、それを

当たり前にできる環境が少なくなっているのが現実で

ある、ということです。また、それを保全するために

できたこの「倉沢里山を愛する会」という団体が行っ

てきたことはとても価値ある素晴らしいことと強く思

いました。利用しなければ維持できない緑地、畑地を

自然に利活用し、緑地内の動植物を保全し、定年後の

方たちの交流場所となり、緑地開発計画に意見・反対

し、それらの活動や会員の方々が書いた里山に関して

の文章をまとめたものをニュースレターとして記録す

る。ここまで有意義な活動をしている団体はそうない

と思います。出来ることであれば様々な山野草や野鳥

が観察できるこの緑地が一般に開放されればなおよい

と思ったのですが、それは保全した土地が壊される

きっかけにもなりますから難しいかも知れません。 

私は授業の一環としてこのボランティアに参加しま

したが、倉沢里山の会やその活動、環境を知ることが

できとてもよかったと感じています。現在学業多忙の

ため入会は考えているところですが、機会があれば、

またぜひよろしくお願いいたします！作業中気さくに

話しかけてくれた皆様、ありがとうございました！ 

「アリスの丘」との出会い 
東京農工大修士課程 児山 祐未 

私は、１２月と１月に活動に参加させていただきま

した。昨年まで茨城で里山保全活動の研究をしていま

したが、倉沢里山のことは文献を通して認識しており

興味を持っていたので、いつか行ってみたいなと思っ

ていました。実際に行ってみると、まず、参加者の皆

さまの多さに驚きました。平日だったので、これでも

少ない方ということでしたが、私にとっては「こんな

にたくさん！」という感覚でした。初めての参加でし

たが、会員の皆さまが優しく接してくださり、協力し

て落ち葉を運んだりといったこともでき、とても楽し

かったです。恥ずかしながら、太陽の下で体を動かす

ということ自体が久しぶりだったので、とてもリフ

レッシュでき、外での活動の心地よさを改めて実感し

ました。 

また、１０年分のニュースレターがまとまった本

『緑の風は永遠に』も読ませていただきました。そし

て、「自分たちが里山を守っていくのだ」という熱い

思いを持って取り組まれている方が多数いらっしゃる

ことを知り、この点についても驚きました。ニュース

レターからは会員の方々のお考えが伺えるので、大変

興味深く拝見させていただきました。 

民有地の里山は相続を契機に開発されてしまうこと

が多いといいますが、倉沢里山は、事務局の田村さん

ご夫妻をはじめ、市民の方々や行政を含めた多くの

方々の努力の末に保全された場所であり、「自分たち

が守っていく」という思いがなければ存続しえないの

ではないかと思います。市街地に残るこの里山の重要

性を認識し、保全活動に参加なさっている方々がい

らっしゃることは、会の設立の主旨が浸透しており、

一体感にもつながっていると感じました。 

そして、活動自体が楽しく、さらには交流の場とも

なっているので、そういった「楽しみ」も重要なのだ

ろうと思いました。 

保全活動に参加したいと考えている人は多いもの

の、実際に活動している人はそれほど多くはないとい

う研究報告もあります。参加したいと思っていても、

なかなか実際の行動には移らないことが多いというの

が現状ですが、「倉沢のように多くの方が参加する秘

訣はなんだろう」と、そんな疑問もわいてきます。 

私は、漠然とですが「里山や、市街地の中に残った

樹林地など、身近な自然と触れ合う機会が増え、日常

の中で自然を身近に感

じることが増えたら

いいな」と考えてい

ます。倉沢里山での

活動は、それを考え

るヒントになると思

います。 

また参加させてい

ただく際には、どう

ぞよろしくお願いい

たします。 

児山さん石井さんのツーショット 
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初めての里山保護と畑 
竹田 幸枝 

３月に入会した竹田幸枝で

す。１０歳の娘、８歳と３歳

の息子がいるので、子連れで

参加することもあるかもしれ

ません。皆さんどうぞ宜しく

お願いします。 

もともとキャンプが好きで、

家族でキャンプに行った折

に、芋掘りをしたりそば打ち

を体験したりしていました。 

子供が学校から貰って来たチ

ラシで、わざわざ遠くまで行かなくてもいろいろ体験

出来る郷土資料館のエコライフクラブを知って、子供

よりも私が楽しんで参加していました。今回こちらの

倉沢里山を愛する会に参加させて頂くことになったの

も、田村はる子さんにエコライフクラブでお世話に

なったのがご縁です。 

倉沢里山を愛する会に入って、初めて里山を保護す

るという活動を知りました。見学に来た日に、植生の

保護と落ち葉かきに参加しました。「くまで」を今ま

で一度も使ったことがなく、人生初の落ち葉かきは凄

く楽しかったです。 

いよいよ種を蒔くことにしました。トマト、ナス、

キャベツ、レタス、サンチュなどを蒔き、ビニールを

二重にし、トンネルにしました。日中は太陽が出る

と、温床の中は熱くなり過ぎますのでビニールを少し

開け、温度調節をします。日が沈むと急に寒くなりま

すので、しっかりとビニールを掛け、夜中に備えま

す。芽は次々と発芽したので、気を良くして、続いて

ズッキーニやナスタチューム、百日草など花の種まで

蒔き、これも発芽しました。次はサツマイモの苗作り

のために芋を埋め込み、芽出しをやります。昼間は２

５℃、夜間は１０数℃の状態が続いています。 

原発事故をきっかけに思い立った温床ですが、昔の

人の知恵はなんと素晴らしいことでしょうか。畳２畳

分以上の広さの温床であれば、２ヶ月間は一定の温度

が保たれるそうです。そうは言っても、庭に広い温床

を設置するのはなかなか困難ですが、苗作りが終了し

たら、沢山の腐葉土が出来てしまうという嬉しいオマ

ケ付きも魅力です。ひとつ困ったことは温床の中が適

度に暖かく湿り気があるので、早くから沢山のコバエ

が湧き、家の中まで侵入してくる始末。コバエホイホ

イを買ってきて対応していますが、住居に近過ぎない

のも重要ですね。 

種蒔きしたら最後、毎日

植物の面倒を見て、温度調

節や水やりで自由に旅行に

も行けないのが難点です

が、それ以上に植物の成長

は、毎日の生活に豊かな幸

せを運んでくれています。 

超！エコな温床(おんどこ) 
田村はる子 

原発事故以来、きっと皆様も同じではないかと思い

ますが、我が家でも電気の使用をなるべく控え、エコ

な生活を心掛けている毎日です。今までは室内のホッ

トカーペットの上で、トマト、ナス、ピーマンなどの

芽出し・育成をし、苗作りをしていましたが、部屋の

中で育てる煩わしさもあり、今年は踏み込み式温床

(おんどこ)で苗作りに挑戦してみたいと思い、実行に

移しました！外はまだ寒い厳冬の２月初めのことで

す。 

広さは畳一枚ほどに設定、地面を

50㎝掘り下げ、周りをコンパネで

囲いました。古畳で囲えば保温力

もあり、もっと良いかもしれませ

ん。その中に糠、落ち葉、おか

ら、ワラ、もみ殻などを、サンド

イッチ状に次々入れ込み、体重を

かけて（自信あり）踏み込みま

す。何と 20㎏のおからが６袋も

入ってしまいました。 

積んでは踏み込みの繰り返しで、途中に水分も入

れ、出来上がりは下から７０㎝程の、不器用ながらも

エコな温床が完成しました。シートを掛けて、５日目

に温度を計ると３０℃になっていました。いよいよミ

ルフィーユが醗酵して熱が出てきたのです。途中に雪

も降りましたが、６日目には４０℃と高くなってきま

した。２週間後には２０℃と落ち着いてきましたので 

植物の知識がない私は下草刈りの時も見分けが難し

いのですが、続けていく中で少しずついろいろなこと

を知っていけたらなぁと思い楽しみにしています。 

会に参加されている方は親世代くらいの方が多いの

ですが、自分の興味のあることなので、年の差を感じ 

ずいろいろとお話しさせて貰えてとても楽しいです。 
会の皆さんのことを、自分の知らないことをいろいろ

教えてくれる先生！と勝手に思っています。皆さんが

いろいろと声をかけて下さるのでとてもありがたいで

す。 

今まで京都、藤沢、そして日野と転勤してきたので

すが、日野で初めて畑をするママ友が出来、興味を持

つようになりました。けれど知識がないため、畑をす

る自信がありませんでした。 

そんな時に田村はる子さんに畑をやりませんかと声

をかけて頂いたのです。 

ものすごく迷ったのですが、ずっとやってみたいと

思っていた時に畑の事をいろいろと教えて下さる田村

さんに声をかけて貰ったので、このチャンスを逃すの

はもったいないと思い、畑をお借りすることになりま

した。まだ何を植えようかという感じですが、これか

ら１年間楽しんでいけたらと思っています。 

畑のことも皆さんにいろいろと教えて頂けると嬉し

いです。どうぞよろしくお願いします。 
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１～３月の主な活動記録 

1/18(金) 第１緑地・万蔵院台緑地の高木の伐倒・粗

朶片づけ(積雪のため日程変更、日野市緑と

清流課と協働)(6名参加) 

1/19(土) 第１緑地・万蔵院台緑地、アリスの丘、伐

倒木の片付け他(粕汁)(43名参加) 

2/10(日) 万蔵院台緑地落ち葉掃き、伐倒木片付け

(広場の切り株椅子更新)(お汁粉)(55名参加) 

2/21(木) 第１緑地崖面の笹刈り、粗朶柵整備、万蔵

院台の保護区笹刈り他(おやつ)(24名参加) 

3/20(水) 会員の努力で緑地内の状況が良いため中止 

４～６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） 

4月 21日 (日)  百草谷戸～倉沢里山見学・散策会 

＋春爛漫のお餅つき 小雨決行・荒天の場合27日(土） 

※恒例の見学・散策会は、今回は百草谷戸地区に新

たに開設したアリスの丘ファームⅢと、百草の歴

史と自然を訪ねて、倉沢里山を愛する会の新しい

活動フィールドや身近な地元地域の環境の現状と

課題も考えながら散策します。 

散策の後は緑地に戻って、日頃のボランティアの

慰労も兼ねて、本格的な杵つき餅を頂きます。

（里山のよもぎ大福、きな粉、辛味餅他） 

見学会の集合場所は、10:00 観音堂公園(日本

信販住宅内)です。準備の都合上、４月１３日ま

でに事務局へ事前申込みをお願いします。 
 

5月11日(土) タラの丘、畑の周囲、アリスの丘の草刈り

（ミネストローネ） 

5月22日(水) 長久保緑地、第1緑地崖面の下草刈り他

(おやつ) 

6月 8日(土) 畑の周囲、万蔵院台、第１緑地の下草刈り

他（トン汁） 

6月20日(木) 北緑地下草刈り、その他（おやつ） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆いよいよ新しい年度が始まります。シーズンに先駆
けて、恒例の見学・散策会に合わせて、お餅つきを企
画しました。日頃の作業の慰労の機会にしましょう。 
☆炭焼き小屋広場の記念樹のエド
ヒガン桜が順調に成長して沢山の
可愛い薄ピンクの花をつけまし
た。ソメイヨシノよりも早い開花
です。お花見ができる日も思った
より近いかも知れませんね。 
☆緑地内の山椒も成長し、今年は
若葉も摘めそうです。時期になっ
たらご案内します。お楽しみに。 
☆ファームⅠのメンバーが一部入れ替わり、郭さん夫
妻と滝柳さん夫妻が作付けを始めています。皆様よろ
しくお願いします。顔を見たら声をかけてください。 

幻の茯苓騒動記 
峰岸 立枝 

 ３月の初め「百草で真慈

悲寺関連の遺跡発掘調査

中の場所で奇妙なものを

見つけたので一応持ち

帰ってきた」という夫。

見た感じから松露ではな

いかとも思ったが、キノ

コの本を見ると、名前だ

けは知っていた、漢方薬の原料として使う茯苓(ブク

リョウ)のようである。 

伐採されて数年を経たアカマツやクロマツの根に寄

生し、地中深さ20～30cmあたりに塊状の菌核を形成

し、外皮は黒っぽい褐色で、内面は白色。別名「マツ

ホド」、松につくホド芋、ホドとは塊根のこと。生薬

としては、サルノコシカケ科のマツホド菌の菌核を乾

燥し外皮を除いたものを茯苓というらしい。漢方薬の

主要な原料のひとつで、桂枝茯苓丸などにお世話に

なったことがある方も多いだろう。 

我が家にある山と渓谷社のカラー図鑑(1997年版)に

は、「日本では未発見、読者への宿題としたい」との

記述があったのでちょっとビックリ。さっそく山溪に

電話したが、その記述の経緯はよくわからない。見え

てきたのは、のんびり紙を使って図鑑を見る時代では

なく、デジタル化にともなって出版社のありようも変

わっていることを実感させられた。 

翌日夫は、調査団参加者に「茯苓」だったと告げる

と、参加者の中に「そう言われれば昔これを掘る人が

いた」と知っている人もいたという。わたしも実兄に

電話すると「茯苓突き」だという鉄の棒を持ってた人

がいたなあ。松露も採ったり、名人だったよ．．．。 

ネット検索では金沢大学の先生の、漢方のふるさと

中国旅行記が載っていた。中国では菌により栽培可能

であり日本産より良質で低価格であり、その輸入に

よって日本の漢方薬が支えられているとあった。そう

いう状況なら宝探しをする意味もないし、松は枯れる

し、農家の副業も変わっているのだ。手元の図鑑編集

の頃は、結果として「日本では未発見、云々」の解説

になったのだろう。 

さて、百草の茯苓はどうなったか。翌日、キノコと

いうと目が輝くはる子さんと私は、「薬と毒は紙一重

ということもあるけれど少しくらいなら」と、生で味

見をしてみた。少し古かったせいもあるのか、粉チー

ズのような食感であった。 

その後、薬科大の漢方の先生に観てもらうことで環

境情報センターの杉浦さんに２個を託し、もう１個は

高幡不動参道にある漢方クリニックの先生が関心を寄

せているというので、そこに通院中の友人に託した。 

今回の遺跡発掘調査では歴史的遺物の発掘という目

覚ましい成果はなかったようだが、『武蔵名勝図会』

等に書かれている、一の宮から現在の百草園（平安時

代は真慈悲寺⇒その後松連寺）に至る「松連寺道」に

は、かつて松が連なっていたことを、茯苓が実証して

くれたことにもなると思う。 


