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里山でのヘチマ作り  

伊地知正志 

 倉沢里山での畑作りは、風

の丘ファームからアリスの

丘へと移り、１７年位の月

日が流れようとしていま

す。土に触れる楽しみは格

別なものがありますが、失

敗も多いです。しかし、無

農薬に徹した野菜づくり

は、時折虫もいたり、鳥に

食いつかれたりしますが、

新鮮でおいしいです。 

ヘチマの苗との出会いは、緑のエコカーテンとして

販売しているショップでした。昔のトロリとしたおい

しい食感を思い出し、すぐ購入し毎年作っています。 

ヘチマはインド原産で、江戸時代に渡来したようで

す。タワシとしての使用が一般的ですが、ヘチマ水を

採り、咳止め・利尿薬・あせも・あかぎれ・日焼け後

の手入れの塗り薬・化粧水としても広く使われている

ようです。 

我家の故郷鹿児島では日常的に食べています。南九

州・沖縄でも食されているようです。 

ヘチマ料理の作り方を紹介します。大体２０cm位ま

でのもので、ブヨブヨとした触感があれば大丈夫で

す。（触感が硬いとタワシになるしかない）材料とし

てヘチマ１本、ピーマン２個、ナス２個、コマ切れ肉

２００g、油揚げ１枚、後はお好みで入れたいもの

を。ヘチマを半月形、厚さ１センチに切り、ピーマ

ン・ナスはぶつ切りに、コマ切れ肉・油揚げは適宜に

切り、フライパンに油を大さじ１杯敷き、コマ切れ肉

からピーマン・ナスを入れ、火が通ったらヘチマ・油

揚げを入れ、１分位炒めトロリとなったら、味醂

(50cc)で溶いた味噌(オタマ1/3程)で味つけします。

我が家のおかずの１品となります。ゴーヤも同じよう

な手順で調理しています。（木綿豆腐をキッチンペー

パーで水抜きして使用しています）ヘチマは味噌汁に

も入れます。これからの課題として、ヘチマ水を採っ

て使用したいと願っています。畑を使用させていただ

いている会の皆様方に感謝しています。これからもよ

ろしくお願いします。 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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子供たちと過ごす里山での時間 
吉原真希子 

いつも子供３人連れてお世話になっています。 

里山の会に参加するようになったのはかれこれ７年

ほど前からです。住まいは立川ですが百草が実家で、

畑をやっている母に誘われたのが始まりです。おんぶ

して連れてきていた３人目の大地も、もう小２になり

ました。 

子供たちが小さい頃はろくに作業もできかったので

すが（最近も？）、遊んでばかりの私たちにも里山の

皆さんはとても温かく接してくださり、ノルマなんて

ないし自分のペースでやればいいんだと思って安心し

て参加できました。 

 草や木や風の匂いを感じつ

つ体を動かしながら過ごす

里山での時間は、ふだんの

いろいろな雑念を払ってく

れて、さわやかな気持ちに

なれました。 

 本当に遊んでばかりでほと

んど仕事にならずすみませ

ん。でも、いつも季節ごと

に変わっていく自然を感じ

ながら、楽しく過ごさせてもらっています。 

子供たちと作業そっちのけでカエルやカニを捕まえ

たり、夏はカブトムシ、クワガタ、玉虫なんかにコー

フンしました。草や枝で作る昔遊びを教えてもらった

り、めずらしい植物を見せてもらったり、落ち葉の

プールでジャンプさせてもらったりもしました。 

遺跡の勉強をさせてもらったり、バザーですてきな

お皿やケーキをゲットしたり。そして、必ず作業の後

に頂くおいしいお食事！。最近では、梅の実とりや栗

の実とりに参加して、家でいろんなスイーツに挑戦し

ました。そんな楽しい思い出がテンコ盛りです。 

上の２人娘は中学生になってから忙しく、なかなか

参加できませんが、小さい頃は「私たちの習いごとは

里山！」と言っていました。 

大地も小学校に上がって、小さいなりに友達関係で

色々あったり、勉強なんかでもダメダメな時もあるの

ですが、里山に来ると皆さんにアイドルのように可愛

がっていただいて、更には「理想の子供よ！」とまで

言っていただいて、私も普段のもやもやがスッキリ、

親子でうれしい気持ちにさせてもらえてます。子供た

ちは自然の中での楽しい体験を通して自然の良さや大

切さ、そしてたくさんの方々と交わることで人とのか

かわりの楽しさを学ばせてもらっていると感じます。 

夫の出身地の福島ではいまだに子供たちは安心して

外遊びを楽しむこともできないのに、幸せでありがた

いことだと思います。このような楽しい里山をみんな

で守っていかないといけないと、環境問題にも関心を

持つようになっていければいいと思います。 

最後になりましたが、活動を支えて下さっている

方々へ感謝申し上げます。これからもよろしくお願い

します。 

ハチはどこへ行ったの？ハチはどこへ行ったの？ハチはどこへ行ったの？   
田村はる子 

我が家の庭では毎年色々な花が咲き、そこへハチ達

がやってきて、せっせと花粉や蜜を集め、とても平和

な営みが目の前でくり広げられてきました。ところが

何年か前からミツバチが巣に戻れないのか、家の中に

入り込んだり、その辺で行き倒れになったりしている

のが目につくようになりました。今年はほとんどミツ

バチやマルハナバチも見かけなくなり、一体何処へ

行ってしまったのだろうと疑問に思っていました。そ

んな折ＮＨＫのクローズアップ現代で、最近取り上げ

られていたのが農薬との関連でした。 

問題のネオニコチノイド系農薬は1990年代から出回

り10年間で3倍の出荷量、日本人が主食とする米や野

菜・果物につく害虫、そのほかゴキブリ・シロアリ駆

除剤など大変広範囲に使用されています。土に混ぜて

作物を育てれば、根から吸い上げ茎、葉、花、実まで

薬剤が行き渡り、虫が食せば死に至ります。 

極少量で効果が続くこの農薬は、農家の負担を減ら

し、夢の農薬と言われています。浸透性、残効性、神

経毒性があり、汚染された花粉や蜜を食べたミツバチ

は、方向認知能力を失い巣に戻れなくなるようです。

幼虫も発達障害、免疫力低下、神経障害で死につなが

ります。人間には害がないという農薬会社の話です

が、お医者様の報告では、お茶や果物をたくさん摂取

する習慣の人に、神経の障害とみられる頻脈・動悸、

手の震え、物忘れ、吐き気、うつ、頭痛、ぜんそく、

アレルギー、免疫力の低下等々、この農薬との関連が

指摘されています。作物への浸透性が高いため、表面

を洗って食べても体内に取り込まれてしまうのです。 

2007年までに北半球のミツバチの４分の１が消えた

そうです。日本では因果関係が不明として規制はまだ

されていませんが、ヨーロッパでは非常に疑わしいと

いうことで、すでにＥＵ全域で規制されています。こ

のことは蜂蜜が採れなくて値上がりするとかという単

純な話ではなく、地球規模で生態系破壊がじわじわと

進んでいるということです。 

花粉媒介者がいなければ、果物、野菜などの農業生

産はほぼ不可能ですから、当然食料確保の問題が浮上

してくるでしょう。自然界の生物多様性も維持できな

くなり、里山の豊かで安定した生態系を保つこともで

きなくなります。私たちも自然界の一部なのです。 

私たちは日頃どのように気をつけて生活したらよい

のか、暗い気持ちになってしまいますが、せめて自分

で食べるものは人任せにせず、なるべく自分で安全な

ものを作るしかないと思います。幸いなことに、アリ

スの丘で菜園を耕している私たちは、農家と違い小規

模だからこそ、害虫だけを手で取ることができるし、

無農薬の野菜作りが楽しめるというも

のです。安心・安全な最高の野菜を、

家族や未来を担う幼い孫たちに食べさ

せたいと、改めて強く思うのです。 
 

約50年前にレイチェル・カーソンが「沈黙の春」

によって初めて化学物質による自然(＝生命)破壊

について警告しました（2001年日本再版の表紙） 
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吾輩は日野市健康づくりウォーキンググループに飼

われはじめた猫である。老齢化が進むこの頃、グルー

プのメンバーはどういう訳だかウォーキングを通して 

「市民一人ひとりの健康推進」を考えるんだと公言し

てはばからず、年甲斐もなく群れをなし、あちらこち

らと彷徊しているようにしか吾輩には見えない。一昨

年あたりから、市内の湧水探検隊だと言って黒川清流

公園や中央図書館下の湧水や百草園辺りの涸渇化しか

かった湧水を巡って、その挙句「２０１３年度は京王

線と中央線沿い二つの湧水めぐりウォーキングをす

る」とカラ元気を出している。京王沿線湧水めぐり担

当のメンバーは、多摩市から日野市にかかる湧水をポ

イントにウォーキングコースのルーﾄ作りにさんざん

悩まれた様だ。 

百草園・倉沢の雑木林や谷戸をめぐり歩いている途

中「倉沢里山を愛する会」主催のボランティア活動に

乱入し、“日野にもこんなに素晴しい里山”があると

深い感銘を受

けたらしい。

それをさかん

に飼い主に言

うので、小沢

緑地の滝や真

堂が谷戸、百

草観音堂や百

草八幡神社を 

中世、百草の地に存在した大寺院「真慈悲寺」の調

査を中心に据え、｢真慈悲寺と百草・倉沢・落川・三

沢などの周辺地域に関する調査事業を推進し、これら

地域の古文書・文化・自然が他に替えがたいものであ

ることを確かめ、後世に引き継いでいくこと」を目的

としてスタートしたこの事業は、今年で8年目を迎え

ました。この間、郷土資料館の呼びかけに応えた多く

の方々の献身的な協力を得て、市民参加による地道な

調査が進められ、貴重な成果を得てきました。現在で

は、地元の方々との信頼関係が醸成され、調査が一層

進展する土壌が生まれつつあります。 

私たちが「緑の浮島」と呼んでいるこの百草・倉沢

地区の周囲は、すっかり開発の波に洗われ、まるで浮

島のように深い緑がぽっかりと残された貴重な空間で

す。ご存知のように、ここには市指定天然記念物のス

ダジイの群生をはじめ、貴重な植物、蛍や玉虫などの

希少昆虫や田畑、牛舎、鶏舎などが散在する都市住民

にとっての癒しの場となっています。このわずかに残

された原風景の中には、古代以来の人間の営みが破壊

を逃れてぎっしりと埋め込まれているのです。プロ

ジェクトでは薄皮を一枚、一枚剥ぐようにその姿を明

らかにしてきました。百草八幡神社の祭礼で国の重要

文化財「阿弥陀如来坐像」が公開されるのに合わせて 

年に１回、総力を挙げてプロジェクトの成果を市民の

方々にご披露してきました。 

今年の9月15日は特大の台風18号の影響を受け、盛り

だくさんの行事の半分ほどしか実施できませんでした

が、地元や近隣市町村のみならず、遠方からも熱心な

参加者を得て約50名が集うことが出来ました。当日の

市長挨拶の中でも触れられていましたが、現在市では

「百草里山ミュージアム構想」の実現に向けて検討を

進めています。百草固有の歴史的遺産の重要性を明ら

かにしてきた私たちの成果もその中で生かされるよう

に努力していきます。 

今年、調査成果の一部

が、共に調査を進めてきた

野村武男さんの手によって

一冊の本にまとまりまし

た。ひっそりと佇む墓塔が

生きいきと物語を語り始

め、現在はまったく想像も

出来ない世界が百草の地に

展開していたことを知るこ

とができます。ぜひご一読

ください。（事務局にあり

ます） 

幻の真慈悲寺調査プロジェクト   日野市郷土資料館 小黒恵子 

市民の健康推進を考えて 日野市健康づくりウォーキンググループ 野口英世 

メンバー

全員で下

見したら

しい。倉

沢里山を

愛する会

の峰岸会

長・田村

事務局長を駆り出して万蔵院台緑地や第一緑地の解説

や案内までもお願いしたらしいぞ。「日野市にもこん

な㊝の里山」が未だ残っており、多くのボランティ

アと守る会のメンバーにより「緑の風は永遠に」維持

管理されたいもんじゃと吾輩は考える。 

９月４日の下見では、大雨に見舞われ、恐怖のスズ

メバチは安心だったが、ガマガエルの表敬挨拶にはず

ぶ濡れのメンバー一同“ギャーだの、ジェジェだの、 

美味しそうだの”勝手に返礼しておったがね。これも

大事に守られておる自然があればこそだと吾輩は思

う。９月２５日のウォーキングの当日は、台風２０号

の余波で生憎中止にしたらしい。日野市にもこんなに

素晴しい自然が残っていると、沢山の人に体感して欲

しいと願っておったのに。“万蔵院台緑地の自然や庚

申塔、古墳”などがこれからも残される仕組みが作ら

れていると多くの人に説明し、聞いてもらいかったの

に本当に残念じゃ。 

来年こそは、と期待しとるのは吾輩だけかなァ。 
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７～９月の主な活動記録 

7/14(土) 長久保緑地全面の下草刈り、クズフジ退治

ほか。冷汁など(計45名参加) 

8/24(土) 万蔵院台緑地、長久保緑地他の栗林を中心

に下草刈り、粗朶柵のクズフジ等のつる性植

物退治他（オープンサンド・フローズンブ

ルーベリー・梅ジュース・シソジュース他）

（40名参加） 

8/27～9/30 万蔵院台・長久保緑地の栗林のイガ片付

け作業（延べ約150名参加） 

9/22(日) 第１緑地北・西崖面草刈り、長久保緑地他

のクズフジ退治・草刈り（冬瓜のスープ・梅

ジュース他）（36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5日(土) 万蔵院台緑地でハカルワカル広場主催の

親子放射能測定体験（9:20頃炭焼き小屋広場） 

10月13日(日) 第１・第２緑地・タラの丘・長久保緑地

の下草刈り、他（焼きそば他） 

11月3日(日) 第１・万蔵院台緑地の北崖面・万蔵院台緑

地草刈り、他(イモ煮会・バザー（予定）) 

11月20日(水) 北緑地、万蔵院台緑地の北崖面草刈り、

他(おやつ) 

12月14日(土) ひなた緑地草刈り、竹林整備、長久保緑

地落ち葉掃き他(季節の野菜スープ） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆１１月３日の作業のあと、芋煮会とバザーを予定し
ています。例年通り収益金は被災地に寄付いたしま
す。ご家庭にある不要品、手作りの作品・食品、
ファームの産物等々、商品の提供に加え、事前の準
備・運営、カンパ等、皆様のご協力をお願いします。 
☆アリスの丘ファームは私たちが維持・管理する保全
緑地の一部です。通路や共用部分の雑草を自発的に
刈って下さっている方にはお礼を申し上げます。 
ファームの皆様には気がついた時に、それぞれ少しで
もご協力いただければ大変ありがたく思います。 
☆今年も猛暑の中連日栗の作業にご協力頂いた皆様、
ありがとうございました。お蔭で林の中も大変きれい
に維持することが出来ました。 
☆毎回の作業の事前に保護植物に赤テープでマーク付
けをしています。この作業も随分時間も手間もかかる
作業です。いつもご協力頂いている皆様に感謝です。
最近、マークした植物や、時には保護柵の中まで刈ら
れてしまわれていることが目立ちます。花の時期だけ
でなく種を育てることも大切な仕事です。希少植物を
守ることは倉沢の緑地保全の重要な使命の一つですの
で、機械刈りをする際には、従来以上に注意していた
だくようにお願いします。少し遠巻きに、周囲を刈り
残すくらいが安全だと思います。 
☆本年度も半ばを過ぎました。ファーム会員で参加回
数が少ない方はご留意下さい。 

 ハカってワカろう！ 

親子放射能測定体験親子放射能測定体験  
ハカルワカル広場 二宮 志郎 

ハカルワカル広場(八王子市民放射能測定室)の活動も

1年半を経過し、測った検体の数も2000を超えるところ

まで来ました。たくさんのボランティアの人達に運営

を支えていただき、測る人も測ってもらう人も一緒に

勉強しながら、ここまで続けてきました。そして、さ

らに活動の幅を広げようとしています。その一貫とし

て「親子放射能測定体験」を開催していますが、第２

回目を来る10月5日（土）の午前に倉沢の里山で行わせ

てもらうことになっています。子ども連れはもちろん

のこと、大人だけの参加も歓迎していますので是非ご

参加ください。参加申し込みは測定室にお電話(042-

686-0820)ください。日曜・月曜をのぞく午前10時～午

後3時半が受け付け可能時間です。 

放射能測定に関しては、最近は土とキノコ類などある

特定の食品を除けばほとんど放射能が検出されること

はなく、多摩地区に住む人達にとって、食品の放射能

をそれほど厳しく気にしなくてもいい状況だというこ

とがわかってきています。そのせいもあり、測定依頼

の数が減ってきているのは確かです。 

しかし、私達が福島由来の放射能の影響下で生きざる

えない状況にある現実は何も変わっていません。八王

子近辺の土を測れば、たいてい100～200Bq/kgという数

値が出ます。雨水排水口近辺の土などでは1万Bq/kgに

も及ぶような測定値が出ることもあります。事故前で

あればせいぜい一桁の数値しか出なかっであろうと思

われる土です。原発から200km以上離れた場所で、事故

から2年半が経過していながらも、これだけはっきりと

汚染が残っていることを考えただけでも、その事故の

影響の計り知れなさを感じます。「汚染の現実は目を

背けずに見る」、少なくともそれだけは忘れないよう

にしたいと思うのですが、政府はむしろ事実から目を

背ける方向へ人々を誘導しようとしているとしか思え

ません。そういう意味でも、市民の自主的な活動の中

でいろいろな事実を明らかにして、それをみんなで共

有していくことは非常に意義深いことです。子ども達

には高レベルの汚染はどういうところで起こるのか、

是非しっかり学習して、自分の身を守るためにも役立

てて欲しいと思います。 

身近な自然を大事にすること、身の回りの土を自分た

ちの大事な環境の一部として捉えること、そういうこ

とを学べば、土が放射能で汚されることが持つ意味も

変わってくることでしょう。また、里山を守るために

地道な活動を続けている人達がいることを知り、自分

たちの大事な宝物を自分たちで守って行くことの重要

性を学べば、明日から自分にできる何かがひとつ増え

るかもしれま

せん。里山で

の測定会では

きっとたくさ

んの収穫があ

ると期待して

います。 

前回の測定風景 


