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目 から ウロコ の 畑 術
新井芙美子
アリスの丘に畑を借り
て、早や１０数年が経ちま
した。
野菜を作っているとは名ば
かり、種を蒔いても収穫に
至らず、それでも楽しく土
いじりをしていました。
２ 年ほど 前、はる子 さん
と一緒にある畑を借りるこ
とになり、私の畑仕事は一変しました。肥料は、ぬ
か、おから、牛糞、カキ殻石灰のみしか使用せず、畝
は立てず、かえって低く種を蒔いて、土寄せをしてい
く。本当に目からウロコとはこのことでした。そし
て、私の畑も種を蒔くと収穫ができるようになりまし
た。まず大根、そしてかぶ。はる子さんのお陰です。
そのはる子さんが、かぶ作りが上手だねというので
す。確かに今年はかぶがよくできました。北陸を旅行
した時、金沢の市場で買った種、「百万石青首蕪」も
よ く で き ま し た。も し か す る と 肥 料 の お か げ か
な？・・・その肥料について少し書いてみます。
ぬか、おからで畑をやっているためか、「無農薬で
バラを」という本を見つけ、その中に生ゴミとぬかで
作る肥料の作り方がありましたので、私も早速やって
みました。
【作り方】
①生ゴミをなるべく小さくきざむ
②同量のぬかと①を混ぜる
③水分が足りなければ、しっとりするくらいに水を
加え、よくかき混ぜる
④毎日生ゴミとぬかを足してよくかき混ぜる
☆入れる生ゴミがない時も１日１回は混ぜたほうが
良い状態になります
☆２～３日すると手をいれると熱いくらいに熱をも
ちます
☆毎日きちんと混ぜているといやな臭いはしません
が、さぼっているとカビが生え臭いがしてきます
☆ショウジョウバエも寄ってきますが、熱いためか
繁殖しません

Email: info@alice-fm.info
URL: http://alice-fm.info

☆ダンボールいっぱいになったら、生ゴミ・ヌカを
足さずに毎日かき混ぜます。数日経つと熱がなく
なり出来上がりです。（ダンボールはみかん箱
（10kg）くらいが使いやすいです）
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野鳥の生息状況一斉調査
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故 郷 と 里 山

「倉沢里山」担当 渡辺敬明

坂本美代子

八王子・日野かわせみ会恒例行事に本年より参加
し、２月７日・５月１７日の２回調査を行いました。
実施場所（１１箇所）
八王子市：都指定７箇所、市指定１箇所、市特別指定
１箇所、日野市：都指定１箇所（黒川清流公園を含
む）、倉沢里山（パートナーシップ協定）１箇所
趣旨
緑地の保全地域は雑木林を主体とした里山地域であ
る。この地域の野鳥調査をおこない、越冬期の生息状
況、春秋の渡り鳥の通過状況、繁殖期の夏鳥や留鳥の
生息にとって重要な役割を果たしていることを明らか
にする。
実施方法及び内容
１、２００９年より実施している一斉調査を年２回行
い、適宜補足調査も行う。
２、出現する野鳥の種類と羽数をカウントする。
３、特に野鳥の繁殖行動を観察記録する。
４、雑木林の状態及び周辺状況も記録する。
５、今後の保全に対する感想等をメモする。
実施実績
２ 月７ 日、参加 人員 12名、観 察野 鳥 24 種、羽数 119
羽。冬鳥2種（越冬のため飛来）ジョウビタキ・ツ
グミ
５月１７日、参加人員11名、観察野鳥13種、羽数50
羽。夏鳥は確認出来なかった。補足調査でシジュ
ウカラ・メジロ等の幼鳥を多数確認した。
参加者の感想：
緑地保全の重要さは理解した上で、希少植物等の保
全管理には感動するものの、任意に友人知人と緑地観
察を楽しみに訪れられないことはつらい、との声が
あった。
担当者として：
２回の調査は、参
加者共々野鳥の「種
類と羽数」にこだわ
り過ぎ、他の観察ま
で気が回りませんで
した。今後は特に野
鳥生息地の機能が、
「雑木林と畑」そして周辺の環境との関連を含めて、
どう果たしているのかを観察したいと思います。参加
者の感想の多くは、「植物が素晴らしい、良く保全さ
れている、又見に来たいね！」と野鳥抜き？でした。
「倉沢里山」は両尾根に緑地が分散し、多様な野鳥
生息環境が保全され、鳥相も樹林部、林縁部、畑や民
家周辺とやや異なりを見せています。
我々も時間をかけ、さらに野鳥にやさしい環境づく
りのお手伝いをさせていただきたいと思います。会員
以外での協力がどれほどお役に立てるかは全くの未知
数ですが、皆様の作業の迷惑にならぬよう心して訪れ
させていただきたいと思っています。よろしくお願い
いたします。

き っ か け は、我 が 家 の 愛 犬
（シーズー犬の花）でした。
花を連れて近所を散歩中に、里
山を愛する会の人に会い、初めて
お話をしました。カモミールが咲
いていたのでそのお話をしたとこ
ろ、いろいろお話しているうちに
里山を愛する会のことをお聞きし
紹介していただきました。
里山を愛する会のことは、（前
から散歩していて）ここを管理し
ている方たちがいることを知っていましたが、活動の
内容とかは、知らなかったのでお話を伺ったら、お花
のこと草花のこと、お野菜のことなど楽しいおしゃべ
りでした。それで入会してもっともっと木のこと、草
花のこと、野菜のことを少しでも知りたいと思いまし
た。
年齢を重ねていくと新しいことに対して抵抗がある
人がいるかも知れませんが、私は、新しいことを知る
ことが今は楽しいし、人に会うことで今まで知らな
かったことをうかがうことが楽しいです。
少し私のことをお話します。私が生まれたのは、山
形県寒河江市、「さがえ」って読めない人が多かった
です。昔は、東北にもアイヌの人が住んでいて地名も
そのなごりがあったそうです。山形駅から左沢線（あ
てらざわせん）どう考えても読めませんけど、高校時
代は毎日電車に乗って山形市内まで通っていました。
山形盆地を、電車は田園風景の中、万年雪が残る月
山、蔵王の山々、５月になると花が一面に咲く山々。
ももの花、さくらんぼの花、なしの花、昔も今も変わ
らない風景です。最上川が流れ、寒河江川が流れ、と
ても美しい風景です。川で遊び、果樹園の中で育った
私です。山の中に分け入るのに何の抵抗もない世界で
した。
春には、山菜採り、秋にはきのこが山にはたくさん
ありました。川には魚がいて、ほたるが美しく飛び
交っている世界でした。今はどうかしらと思うときが
あります。
同じ東北人として悲しい出来事がありました。やっ
と復旧した東北道を通った時の記憶が、今でも鮮明に
残っています。
木が人を癒すことも、草が花が人を癒し育ててくれ
ることを、身をもって感じます。里山の木、木々の木
漏れ日も緑の色も
虫も花も大好きで
す。へびだけは大
の苦手ですが。
きっかけは、愛
犬でしたが、これ
から楽しませてい
ただきたいと思い
ます。
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倉沢から百草谷戸見学・散策会
前日から雨もようの天候で４月２１日の散策会が２
７日に順延になりました。当日は４月の末にしてはま
だ少し寒さが残っているものの、木々の緑が美しい散
策日よりでした。集合場所の観音堂公園に向かうと、
いつのも里山の活動の時とはちがってまばらの人しか
いず、閑散としていました。今日は３５人参加という
ことで、１０時きっかりに峰岸さんの案内で出発しま
した。
まず、すぐ近くの日野市の真慈悲寺調査センター
で、百草の地に存在したといわれてきた中世の大寺
院、真慈悲寺の歴史のはなし、それを彷彿とさせる瓦
などを見せていただきました。また百草の地には神仏
混合寺があったこと、東電総合研修センター敷地内東
側にある仁王塚から５点の経筒が発見されたことなど
興味深いお話をうかがいました。百年以上もたつしい
じいの木を通り過ぎ、平安時代から江戸時代にかけて
の４体の仏像が安置されている百草観音堂、百草八幡
宮、寿昌院(慈岳山松連寺住職)の墓、こんな奥深い場
所にあったのか、とおどろかされました。

里山見学会に参加して
杉村 佳子
雨のために順延になっていた百草谷戸・倉沢観察会
が4月27日、晴天に恵まれスタートしました。
まず、真慈悲寺調査センターで倉沢里山を愛する会
の 会 長 で あ る 峰 岸 先 生 か ら「吾 妻 鏡（あ づ ま か が
み）」に出てくる真慈悲寺という大きなお寺が京王百
草園あたりにあった、というお話がありました。京王
百草園で工事の時出土した瓦や、仁王塚（真堂が谷戸
の付近）から出土した鏡筒の写真を見せて頂き、この
辺りが平安時代の霊場だったのではないかというこ
と。真慈悲寺から松連寺・慈岳山松連寺・百草園・京
王百草園へと変遷する歴史の流れを解説して頂きまし
た。その後観察会へいざスタート。新緑の中、歴史あ
るポイントを巡ります。
百草観音堂⇒百草八幡神社⇒野鳥の牌⇒慈岳山松連
寺住職のお墓⇒アリスの丘ファームⅢ(大木さん・守
屋さん・八木さんの畑)(開墾されて立派な畑になり見
事に作物が育っていました) ⇒六地蔵（死後一度は皆
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畔上 撫子

さらに歩いて行くと、百草谷戸あたりは、すでに住
宅が沢山立ち並んでいました。まだ残されている畑を
見ながら、人々はどんな暮らしをしていたのかと昔に
おもいをはせました。六地蔵に至るまで、所どころに
倉沢里山を愛する会が管理する畑（アリスの丘の飛び
地）がありました。こんなところにまで作物をつくっ
ているのかと、感心させられました。
一ノ宮まで出て、それから倉沢里山に帰ってきまし
た。２時間ほどの散策、かなり歩きでがありました。
楽しくて実りのあるものでした。いつもの里山の集合
場所には、朝から会員の皆様が準備してくださった杵
つき餅、里山のよもぎ大福、あんこ、きな粉、だいこ
ん、くるみ餅、田村さんお手製のタケノコの煮物など
があり、私達を迎えてくれました。杵つき餅は事前に
井坪さん宅で予行演習があったとうかがいました。あ
りがとうございます。
たらふくお餅をいただき、そして、百草の大地のこ
とも沢山知り、満足な一日となりました。また私達が
住んでいるこの地をみつめなおす日でもありました。

地獄へ落ちる。そこで６つの修行を経て極楽浄土へ上
がってくる・・・のだそうです）⇒百草ファーム（大
木さん）の牛舎（牛の赤ちゃんが生まれていました）
⇒真堂が谷戸（湧水が流れていて蛍が出そうなところ
でした）⇒万蔵院台の炭焼き小屋へ。峰岸先生のポイ
ント講義と速歩に必死でついて行き、頭と足を使い果
たして炭焼き小屋にたどり着きました。
手作りの美味しいお惣菜とつきたてのお餅が待って
いました。舌鼓を打ちながら奥の深い観察会に涙がで
るほど感動しました。イベントを企画して下さった皆
様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
私が真慈悲寺のお話に出会ったのは３０年位前「南
百草園自治会会報」に連載された記事を読んでからで
す。それ以来、京王百草園前の道⇒六地蔵⇒一ノ宮交
差点⇒聖蹟桜ヶ丘のコースを歩くのが大好きになりま
した。その昔、この道を通って霊場へ向かったであろ
う先人たちのことを思いながら歩くと、わくわくして
くるのです。
縁あってこの地に住むことになり、深い歴史と沢山
の自然に囲まれて、本当に幸せに思っています。

ENJOY!!
ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファーム
アリスの丘・風の丘ファーム NEWSLETTER ((倉沢里山を愛する会会報）
倉沢里山を愛する会会報）

香りと健康について
國分 知子
４月１８日（木）は、午前１０時から、山椒の若葉
摘み、６月３日（月）は午前９時から山椒の実摘み。
今、冷凍庫の中では料理に使う１年分の山椒の実が
眠っています
私は医療に頼らずに、
人はどれだけ健康を維持
できるかということに関
心がありまして、最近は
香りが脳の活性化に役立
つことを知り、香りの良
い花を庭に植えていま
す。山椒の効用について
詳しく書いた本にはまだ、出会っていないのですが、
友人に見せようと思って小さなビニール袋に入れた山
椒の葉が、冷やさなくても悪くならないことから、あ
る種の殺菌力を持っていることが想像できます
また、山椒の実を摘んでいる時に、次第に胃がホカ
ホカと暖まってきましたので、もしかしたら胃がんの
予防に役立つのではないかと考えています。因みに、
現在、「ナノファイバーメッシュ」という、貼ってが
んを治す治療薬が開発され、５年くらいで実用化され
る見通しのようです。これは、抗がん剤と熱によって
治療するものです。
昨年は、アリスの丘ファームのブルーベリー畑の入
り口にジンジャーリリーを植えました。天使が舞い降
りたら、きっとこんな香りがするだろうと思わせるよ
うな透明感のある香りです。夏の終わりの夕暮れに咲
き始めます。
気持ちを安らかにするのは、ラベンダー、体の代謝
を良くして痩せやすくするのは、グレープフルーツの
香りと言われていますが、山椒の香りの薬効も是非知
りたいところです。
健 康 維 持 の 基 本 と し て、呼 吸 法、運 動、食 事、睡
眠、日光浴、心の持ち方が大切と言われていますが、
この倉沢で積極的に活動すると、すべてを満たすこと
ができるように思います。午前１０時頃、植物の光合
成が最も盛んなときに倉沢に来て、静かに深く呼吸を
します。里山の適度な傾斜は足腰を鍛えるには最適で
す。畑で作った野菜は、採ってすぐ食べると酵素が生
きていてとても体に良いそうです。日光浴をすると、
ビタミンＤが体で合成され、カルシウムの吸収を良く
するだけでなく、免疫力も上昇するそうです。気持ち
がうつ状態になることを避け、前向きな気持になると
言われています。
さてさて、７月の終わりになると、倉沢の里山は山
百合の良い香りに包まれます。
この香りを体中に満たすと、体は６ヶ月くらい若返
るという仮説を私は立てています。昔の民話に若返り
の水の話がありますが、その水を飲み過ぎて赤ちゃん
に戻ったというのは、ありえないと思いますが、昔の
ように自然の生命力の強い時代には水や植物の影響
で、人が１０歳２０歳若返るということはあったので
はないかという気がしています。
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４～６月の主な活動記録
4/27(土)

（天候不良で１週間順延）春の見学・散策
会 倉沢・百草谷戸の自然と歴史を訪ねて峰
岸会長の解説、百草谷戸に散在するアリスの
丘ファームⅢの畑も見学しました。
散策の後は、杵つき餅、ヨモギ大福、里山の
タケノコなど(計42名参加)

5/12(日)

万蔵院台緑地、長久保緑地他の下草刈り、
クズフジを主に、つる植物退治他（ミネスト
ローネ）（50名参加）

5/22(水)

万蔵院台手刈り、第１緑地道路沿い、長久
保緑地他の草刈り（おやつ）（29名参加）

6/8(土)

万蔵院台・タラの丘・第２緑地・第１緑地
の西崖面・長久保緑地 草刈り他（トン汁）
(50名参加)

6/15(土)

例年の日野市の雑木林ボランティア講座の
受講生約30名が市内の緑地見学で来訪。

6/22(土)

（雨で順延）第１・万蔵院台緑地の北崖面
草刈り、北緑地草刈り（おやつ）(24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
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）
7月14日(日) 第１緑地他の草刈り、（季節の野菜スー
プ・アリスの丘のブルーベリー）
8月24日(土) 万蔵院台・長久保緑地の栗林下草刈り、畑
の周囲、タラの丘草刈り（サンドウィッチ・アリス
の丘のブルーベリー・梅ジュース他）
9月22日(日) 第１・万蔵院台緑地の北崖面・長久保緑地
草刈り、他(けんちん汁)

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆夏場の炎天下での作業は、十分な注意が必要です。
緑地内でもファームでも、水分を十分に取り、適宜
休憩をとりながら、無理をせずにやりましょう。
☆夏の雑木林は虫達もいっぱい。長袖シャツ・長ズボ
ン・帽子が必須です。黒っぽい服装はハチの攻撃を受
けやすいのでできるだけ避けて下さい。化粧品等の臭
いもハチを刺激します。蚊の対策もお忘れなく。
☆アリスの丘の通路や共用部分の雑草は、気がついた
らこまめに草取りをして下さい。草が種をつける前に
刈ると後が楽です。
☆フィールド内の各緑地で、クズフジの進出が目立ち
ます。根絶は難しいと思いますが、小さいうちにこま
めに刈っておくと後々の作業がかなり違います。いつ
もカマやハサミを持ち歩いて、気がついたら少しずつ
でも退治するよう心がけて下さい。
☆アリスの丘のブルーベリーは、例年と同様、１カッ
プにつき１００円のカンパで摘み取って下さい。事務
局のパラソルの下にカップを用意します。
なるべく多くの会員に行き渡るよう、１回に１人３
カップまでとさせて頂きます。
カップは再使用しますので返却お願いします。

