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赤テープの植物たち
國分 知子
緑地の草刈りの折、あちこ
ちの植物に赤いテープがつ
いているのに気付かれると
思いますが、それは保護し
観察をしている植物です。
第一緑地の東斜面には、昨
夏、一本の山百合が 19個の
花を付けました。この斜面
には朝6時から7時くらいま
で、朝日が当たりますが、その山百合には東の木が影を
作るので、直接陽は当たりません。観察には最適でし
た。道路から手を伸ばせば花に手が届くので、毎年花を
取られましたが、昨年から試験的に竹を立てたり、紙ひ
もで茎を支え、保護している植物であることをアピール
したところ、無事残りました。
車で通る度に花を見ていたという方は「花がきれいな
のもすごいけど、取られないこともすごい。」と言っ
て、車を置いて見に来られました。私が山百合の回りの
笹や雑草を切っていると、何人もの方にきれいですね、
と声をかけられました。山百合の花を見つけたら、すぐ
取ることを考えるのではなく、皆で楽しむ喜びが広がる
きっかけになるのではないかと期待していた花でした。
山百合は花がきれいだから、必ず実も立派とは限りませ
んが、この花は実もしっかりしていました。
私はこの倉沢の緑地保全と共に、参加していない方々
にも緑の保全の大切さや、植物の美しさを楽しむ喜びを
知っていただきたいと考えています。昨今のように夏が
とても暑くなってくると、緑地保全の重要性は以前にも
増して大きくなっています。
作業日の前には、保護する植物には、間違えて刈られ
ないように赤いテープを付けていますが、植物の回りの
草を全部刈ることはできません。特に重要な植物は直径
40センチくらいの円形に草を刈っています。緑地の保全
は、何もない状態を目指しているのではありません。希
少植物や絶滅危惧種を守るために、勢いの強すぎる植物
や外来種を抑え、刈った草がやがて堆肥となって、緑地
の土壌を豊かにすることを目指しています。わからない
時は刈らないで残して下さい。昨夏の８月には万蔵院台
緑地の、保護区としてロープ柵で保護していたシロバナ
カザグルマが、すべて刈られてしまいました。カザグル
マは、江戸時代にシーボルトが祖国に持ち帰り、やがて

クレマチスが作られたという日本固有の原種です。環境
省のレッドデータブックでも絶滅危惧種に指定されてい
る、倉沢里山を象徴する大切な植物です。茎の色が枯れ
ているように見えますが冬でも生きています。絶対に刈
らないで下さい。日頃の緑地保全へのご協力に心より感
謝していますが、緑地保全の目的が、生物多様性の保全
でもあることを改めて心にとめたいと思います。
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定年後の充実生活
坂本 義正
「お父さん定年になって何もしないでいるとすぐに
老け込んで呆けるよ。何にもすることがないなら市民
農園で野菜作りでもやったら。」と言われてしぶしぶ
家内のやっていた野菜作りを手伝い始めたのが、いま
から５年ぐらい前でしょうか。
最初の１年は、野菜作りというよりも、畑を耕した
り、草むしりの手伝い程度で終わりました。翌年、運
よく市民農園に当選してからは、ほかの方たちの畑つ
くりを見よう見真似でマルチや寒冷紗、農機具を購入
し見栄えのする畑作りに励み始めました。男というの
はどうしても道具から入るものなので、無駄なお金を
使い家内によくしかられました。
この頃は、あまり野菜作りの本など参考にしない
で、適当に苗を植えたり、種を蒔いたのですが、思い
のほか豊作で、なす、万願寺唐辛子、さといも、きゅ
うり、トマト、キャベツ、白菜等々が採れ、天ぷら、
漬物、サラダ、おひたし、漬物を家内に作ってもらい
採りたての野菜の美味しさに感激しました。
市民農園は、自宅から徒歩３０分程かかり、２年毎
の抽選なので外れた時のために日野市で主催している
体験農園を申し込み、３年間やりました。ここは、農
機具、苗、種、肥料まですべて用意してくれて、マル
チ掛けして苗を植え、種を蒔いて、寒冷紗を掛け、た
まに草取り、虫取りをすればよいので随分楽なのです
が、農作業としては、物足りなく、また自分たちの好
きな野菜が作れないし、次年度の準備のため１２月中
旬から３月までは、使えない為、年越しの野菜が作れ
ない難点がありました。
家内と来年は、どうしようかと悩んでいたのです
が、家内が倉沢里山を愛する会のボランティア活動と
菜園貸し出しの話を聞いてまいりまして、昨年の５月
から夫婦で活動に参加させて頂きました。
仕事と宴会しか経
験のない私には、地
域社会とのコミュニ
ケーションがなく、
また社交性もないの
で、こうした情報に
触れることなかった
ので、ボランティア
活動に参加出来たこ
とは、家内に感謝しています。
おかげさまで、今年から菜園をお借りすることが出
来、今は、土つくりに励んでいます。
昨年は、葉物、にんじん、きゅうり、トマト、枝豆
が上手く出来ませんでしたので、周りの方たちにお教
えいただいて美味しい野菜を沢山作りたいと思ってお
ります。
また、ボランティア活動をされている方々は、いろ
いろな仕事を経験された方がいらっしゃいますので仕
事世界とは別のお話が伺えると思っていますのでよろ
しくお願いいたします。
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初めての

マンション・ライフ
吉田 嘉忠
昨年４月、４５年
間居住した八王子
市大塚の戸建て住
宅 か ら、多 摩 セン
ターの高層マン
ションに引っ越し
ました。
戸建て住宅を建設
し た 頃 は、住 宅難
の 時 代、生 活 面や
通勤など多少の不
都合なことより、
住いを確保した安堵感が優先、特に子育て当時、周辺
の小川にはザリガニや川エビ、メダカなどが生息して
おり自然環境に恵まれた素晴らしい所でした。僅かな
庭には好きな花木を植え、また建築条件の緩和や子供
たちの成長に応じて改築、建て替えなどを経て忘れが
たい場所となりました。
この間、周辺の環境は多摩都市モノレールの開通を
はじめ、最終的には「多摩自然動物公園の森が残るの
み」と囁かれるほど様変わりしました。
一方、家庭内も気が付いてみれば、２人の子供はそ
れぞれ独立、妻と２人は老いの道をまっしぐらに突進
中です。お互いに注意し合うもの忘れや不注意の頻度
は増すばかり、クルマの運転能力は右肩下がり、好き
な庭木の管理も荷が重くなってきたなど、老化現象が
目立ってきました。
これまでマンション生活など考えてもみなかった２
人でしたが、偶然目にした「森の中に建っているマン
ション」の広告にひかれ、建築中の物件視察となりま
した。多摩中央公園に面し、住環境は良好、利便性も
良くマイカー無しの日常生活もＯＫ、衝動買いのごと
く即決と相成った次第です。戸建てから急転回、鍵ひ
とつのマンション生活がスタートすることになりまし
た。
１９階建ての１５階にある狭小な部屋が、我が住み
家です。東南に面し「日の出」は目線上で、はるか遠
くにスカイツリー、東京タワー、都庁や横浜のランド
マークタワーなどが、西側には富士山、丹沢など、眺
望は絶景です。
マンション生活は、引き籠りになりやすい、またこ
の年齢では新しい友人はでき難いのでは、という懸念
があります。このため、今日まで培ってきた生活パ
ターンをできる限り維持継続したいと思っています。
里山には、お世話になってきた友人、知人と共同作
業や作物の栽培を通じて共有できた絆があります。適
度な肉体労働や対話など、心身の健康管理の上におい
て貴重な存在となっています。倉沢里山は、今に残る
貴重な自然の財産、これからも従来と同様、可能な限
り足を運ぶように努めたい、と思っています。
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アリスの丘菜園に親しんで
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塙

明子

アリスの丘菜園をお借りして
はや１６年。私は半農家の環境
で育ったせいか元々土仕事が好
きでした。幸い家から徒歩１５
分くらいの近くにある上、緑豊
かな里山の一角でのどかな自然
の恵みを満喫できる所です。
私はのんきな性分、作物の出
来不出来は風任せで、周囲の四
季の美しさや仲良しの畑友達と
のおしゃべりを楽しみに菜園通いを続けました。周り
に人がいない場合畑で時には歌を口ずさむこともあり
ます。作物は主の足音を聞いて育つといわれますが、
私の作物は演歌まで聞かされた訳です。しかし出来は
まずまずで、近所の人に差し上げると喜ばれました。
その中で大根は時々面白い形が混じるので、年賀状の
材料として友達の目を楽しませています。
ハプニングといえば、ブロッコリーのつもりが伸び
てきたら、なんと天狗の団扇のように大きくて黒い葉
がにょきにょきと成長してきたのに驚き、会の方達に
見て頂きましたが、息子に調べて貰ったら、イタリア
のトスカーナ地方の栄養価の高い野菜「黒キャベツ」
と分りました。スパゲッティに炒めて混ぜる由。私は
手軽に味噌汁やシチュー等に使っています。
家族では牛に引かれて善光寺参りではないが、夫が
妻に引かれて菜園参りを続けてくれました。ただ彼は
不器用で、積極性がなく、私の助手という感じでした

が、よき理解者として私を励ましてくれているので、
それだけでも大助かり。
ただ彼も８０を越えた老人となり、最近ほとんど作
業に参加できなくなりましたが、時々私の作業量が多
いとき、短時間手伝ってくれます。また時々畑を見に
来てくれる息子がいて、がんばっているねと私を励ま
してくれるのが嬉しいです。
私の野菜は無農薬だから安心だし、特に夏場の賑や
かな色どりからは作物たちの声が聞こえそうで、収穫
が終わると御馳走さまと声をかけたくなります。
私にとり菜園は下手な絵や俳句の材料でもあり、一
石二鳥どころか三鳥になっています。俳句については
３ 年前の東北大震災の数日後ジャガイモを植えてい
るときに作った「揺り返し続く大地に薯植える」とい
う句が高幡不動の俳句大会で特選になったのには驚き
ました。夫も句作を楽しんでお
り、「菜 園 の 青 虫 退 治 は 妻 任
せ」というような駄句を作った
ことがあります。
私たちにとり畑は新鮮な野菜
の大事な収穫場所で、害虫は困
りますが、これからきれいな蝶
が舞います。里山のあちこちで
は百合が咲きますし、鶯の谷渡
りを聞くこともできることで
しょう。これからも菜園通いを
愉しみにしている次第です。

好評な倉沢里山の野菜

数年前からは1日だけ天日干しをした後、ドライフー
ドメーカーを使用して作っています。効能は高血圧、
糖尿病予防、むくみ、高コレストロール予防、便秘、
美肌効果等があるそうです。
☆ゴーヤの茶葉の作り方
ゴーヤ1本を縦半分に切り、スプーンで種の部分
をかき出し、１～２ミリくらいに薄切りにする。
ザルにゴーヤと種を重ならないように広げ、１～
２日ぐらい日当たり、風通しの良い所で天日干し
する。仕上げにオーブンシートに並べて電子レン
ジで数分加熱し、ひっくり返して薄茶色になるま
で加熱する。ゴーヤ大１本で15㌘位作れます。
☆ゴーヤ茶の淹れ方
1.5リットルのお湯に茶葉10㌘を入れて10分位煮
だします。苦味が少なく飲みやすいです。味はほ
うじ茶に似ています。（ただし腎臓病などカリウ
ムの摂取量を制限されている方は控えて下さい）
試したい方は声をかけて下されば差し上げます。
次におすすめなのが、シシトウ（甘長トウガラシ）
です。メーカーによっては名前が違います。ピーマン
を細長くしたような姿形のトウガラシですが、余程の
当たりでない限り辛味はありません。焼く、炒める、
煮る、マリネ、天ぷらなどが美味しいです。実を沢山
つけ、10月頃まで収穫できるのでおすすめです。近
所、友人の間では人気です。是非作ってみて下さい。

阿部みずほ
アリスの丘の畑には、毎
年２～３度足を運んでいた
だけでしたが、主人が体調
を崩したのをきっかけに、
昨年の夏から、ピンチヒッ
ターとして畑デビューしま
した。
朝、主人と車で家を出て
１５分くらいで到着。麦わら帽をかぶり、長靴を履い
て準備万端。太陽の光を浴び、新鮮な空気を思いっき
り吸って、さあスタート。レギュラーを目指します。
草取り、土起こし、種まき、笹の葉を切ったり、初
心者の私には少し大変でした。全身に良い汗をかき、
真っ赤な顔になりながらも、私でも少しは役に立った
かな、と思わせて頂きました。
主人が作ってくれる野菜の中で、収穫量の多い白
ゴーヤについて書かせて頂きます。私はゴーヤチャン
プル、ゴーヤの佃煮、ゴーヤ茶を毎年作っています。
白ゴーヤは苦味が少なくゴーヤが苦手の人にも喜ば
れます。ゴーヤ茶は毎年10キロ前後作り（正味700g～
１kg位作れます）、高血圧の友人にあげています。
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野菜作りの喜び
水村 茂樹
寒 か った 冬が 過 ぎて
今年もそろそろ野菜作
りに動き出す時期と成
りましたね。
私 の 畑で も今 年 の計
画を立てはじめまし
た。
私 達 が昨 年収 穫 した
野菜は、スナップエン
ドウ、絹サヤ、ネギ、
小松菜、カブ、シシト
ウ、万 願 寺 ト ウ ガ ラ
シ、トマト、ゴーヤ、枝豆、チンゲンサイ、ズッキー
ニ、白菜、大根、キャベツ、ホウレン草、ターツァ
イ、ブロッコリー、試験的に棚橋さんのハヤトウリな
どなんと１９種類でした。こうして書いていると随分
と多くの野菜を作っていたことを再認識し、あらため
て驚いています。
無農薬栽培の野菜のどれもが市販のものより甘味が
強く、食感も柔らかで私達を楽しませてくれました。
穫れたてのスナップエンドウは、甘味と歯ごたえが
抜群であり、札幌の親族にも送り喜ばれました。カブ
は、漬け物、煮物、スープなどで楽しみ、万願寺トウ
ガラシはいつまでも収穫が出来て、夏から秋にかけて
長期間楽しませてくれました。トマトは、暑い時期に
は冷蔵庫で冷やして楽しみ、枝豆は、作ったものにし
か味わえない穫れたての甘さをビールと供に楽しみ、
夏を乗り切るのにゴーヤも美味しく頂きました。
最も多くのお友達に喜ばれた野菜は白菜でした。20
人〜30人のパーティーに４kg位の白菜をひとつ持って
行き、アンチョビやディップを添えると甘くて柔らか
な食感の絶品の前菜になります。食べた方は皆さん美
味しさに感動されて、チコリの様になった芯までキレ
イに無くなります。その姿を見ていると野菜作りの喜
びをしみじみと感じます。毎年クリスマスにはこの白
菜を楽しみに、ワイン仲間も我が家へ集まって来ま
す。白菜は９月に種を蒔き１２月頃から２月頃まで長
く楽しめます。
早春の畑の土起こしは、腰痛持ちの身にはツライ作
業ですが、野菜好きの家内やお友達の喜ぶ姿に励まさ
れて野菜作りを楽しんでいます。畑の野菜は、今や私
にとっての大切なコミュニケーション・ツールとなっ
ています。
１月に里山の落ち葉堆肥を畑に十分入れましたの
で、いよいよ野菜作りのスタートです。今年も私の野
菜でどんな喜ぶ顔に出会えるのか今から楽しみです。
終わりに、私の野菜作りに親切にアドバイスを下
さった畑仲間の小林さんにお礼を申し上げるととも
に、退職後の私にこのような素晴らしい楽しみを与え
て下さった「倉沢の里山とアリスの丘ファーム」に心
からの感謝を申し上げます。
これからもよろしくお願いいたします。
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１～３月の主な活動記録
1/8(水)

第２緑地・北緑地の高木の伐倒・粗朶片づ
け（日 野 市 緑 と 清 流 課 と 協 働）（お や つ）
（計29名参加）

1/12(日)

万蔵院台全面の落ち葉掃き、第２緑地粗朶
柵 整備、アリ スの 丘果樹剪 定他（甘酒 他）
（41名参加）

2/8・20
3/15(土)

記録的大雪のため中止
第１・第２・タラの丘落ち葉掃き、アリス
の丘のブルーベリー棚の修復・更新他）（カ
レースープ他）（45名参加）

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19日(土) 春の見学・散策会 今回は以前より拡大
した多摩市和田のなな山緑地を訪ねます。倉沢から
往復ハイキングです。小雨決行。申込不要です。
10:00

アリスの丘駐車場に集合です。

5月10日(土) タラの丘・畑の周囲を中心に草刈り。（ミ
ネストローネ）
5月21日(水)
つ)

長久保緑地と第１崖面の草刈り他(おや

6月14日(土)

万蔵院台・第１緑地の草刈り他(トン汁)

6月25日(水) 北緑地、第１と万蔵院台緑地の北崖面草
刈り他(おやつ)

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆厳しかった冬もようやく終わり、確実に春が巡って
きました。新しい年度も皆様のご協力をお願い致しま
す。一緒に里山の緑を楽しみましょう。
☆２月の記録
的な大雪で、
アリスの丘の
ブルーベリー
の棚が壊れて
しまいまし
た。ブルーベ
リーの樹自体
もだいぶ損傷
を受けまし
た。３月の活
動日に棚橋さ
んを中心に単管パイプで棚を作り直し、更に井坪さん
が新しい株・苗を移植してくれました。樹の本数も増
え、新しい品種も植えて面積も拡大しましたので、結
実が楽しみです。ありがとうございました。
☆イベント終了後、中島さんがカレースープの大鍋を
きれいに洗って下さいました。その洗い方に注目です
が、その辺にあったワラを編み、燃やした後の草木灰
を使用したのです。昔おばあちゃんがそうしていたと
いうことで、鍋はピカピカになり、油も臭いも消えて
いました。里山では合成洗剤は使用したくないので、
この素晴らしい方法には見ていた人たちも絶賛。

