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駿河台大学名誉教授(環境生物学) 内田 康夫
かつてわが国で人の住む所のほとんどは、今「里
山」といわれる地域でした。江戸や大坂などの大都も
ありましたが、国全体からみればほんの一部に過ぎま
せん。明治の近代化も農山村には及びませんでした。
ところが戦後、特に高度成長の時代に入ってから全国
の里山は次々に破壊され、車のための交通網と無機質
な建造物群にとって替られて行きました。
この間、確かに人々の所得は上がり、生活は豊かに
なりました。人々はこれを繁栄と信じ、経済成長至上
主義に陥りました。しかし、経済とは欲望の権化であ
り、それを支える技術とは歯止めなき非道の魔物で
す。気がつくと深刻な環境汚染が地球全域を蝕んでい
ました。さらに自然災害が追い撃ちをかけ、経済と技
術の欠陥のツケが回ってきました。
こうしたことへの反省から、経済と技術の暴走を抑
え、コンクリートと鉄の環境から緑と清風の環境へ転
換しようとする流れが強まっています。里山運動はま
さにその典型です。多摩地区は高度成長期に当時の理
想とされたニュータウンへと変貌しましたが、それが
今やゴーストタウンの汚名を着せられています。
先頃、私は百草地区に住む従弟に誘われてホトトギ
スの声を聞こうと多摩丘陵の一角を訪れました。ここ
でも開発の手は熊手のごとく尾根筋谷筋へと及んでい
ましたが、幸い峰岸純夫氏の周到なご案内をいただ
き、細(こま)切れ状とはいえ処々に昔ながらの里山の
姿を実感することができました。以下、拙句にてその
時の感興をお伝えしたいと存じます。

谷戸つめて斜面(なぞへ)のぼるやほととぎす
ほととぎす多摩の里山梅雨ごめに
雨しとど花はいまだしとりかぶと
降りこめて竹ノ子腐(くた)し寒葵
早苗田や雌鳥(めどり)と幼鳥(をさな)の白鶺鴒

(はくせきれい)

蛇ノ目蝶谷津田(やつだ)はづれの古屋敷
五月雨に香煙けぶる不動尊

タマノカンアオイ
（４月）
（絶滅危惧Ⅱ類）
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ナルコユリ（ユリ科）
わが里山の植生調査
ではユリ科アマドコロ
属はアマドコロ・ナル
コユリ・ミヤマナルコ
ユリ・ワニグチソウの
４種を明確に確認し収
載した。
今ここで植物誌をかく
にあたり林内を歩き、
ナルコユリにオオナル
コユリが加わるのでは
ないかと疑問がわいて
きた。２種の区別は花を割いて顕微鏡で見るとわか
るとか書いてあるが、その時期は過ぎ大型のナルコ
ユリは葉のわきから１つずつ花柄を出しその先で分
岐し１～５個の球形の緑色液果をぶら下げている。
今も鳴子百合にふさわしい。
疑問を抱きながら書き始めたので、ナルコユリが
年を経て大きくなってオオナルコユリに見えるの
か、別種かとりあえず大きさから比較する。茎から
葉の頂上まで、79cmと104cmで茎の曲り方はよく似
る。茎の太さ径0.2cmと0.5cm。葉については枚数10
枚と20枚、最下部の葉は長さ13cmと27cm、幅1.7cm
と4cmで、形も色も全縁で平行３主脈であることも
同じ。地下茎の太さに大差はあるが、この植物の生
活年齢の差かもしれない。採取したこのあたりは太
い新芽が出るので、摘んで食べたいと思ったがやめ
た記憶がある。オオナルコユリかも知れないという
気持ちに傾いている。
(峰岸立枝)

ハカルワカル広場 ボランティア
中山の里山を愛する会 西田 眞
私 は「ハ カ ルワ カ ル広場」で放 射 能測 定 のボラ ン
ティアをしています。今回（5/17）の里山訪問の関心
は放射能測定というよりは、里山保全にありました。
というのは田村さんご夫妻が、私たちの「中山の里山
を愛する会」の里山においでになり、里山保全の手ほ
どきをして頂き、その時から一度倉沢の里山を見てみ
たいと思っていたからです。パンフレットを見て里山
のイメージはできていたのですが実際訪れてみるとや
はり素晴らしいと感激しました。
4ha の 敷 地 の ほ と
んどが平な台地
で、大 木 が い た る
ところに木陰を
作 っ て い ま す。空
気自体がさわやか
で肺の中に染み透
る よ う で す。当 日
は天気も良くこの
里山に入ると、これが桃源郷ではないかと思うほどで
した。辺りをよく見ると植物保護の柵が施され、葉に
赤いテープが貼ってあります。希少植物を守るために
行き届いた配慮がなされています。植生の調査で500
種以上の植物があると伺いました。また倉沢の里山を
これまでにするには大変な持続力が必要だったのでは
と痛感しました。毎回の活動に70名ほどの方が参加さ
れ、皆さんでこの倉沢の里山を10年間維持、管理され
ていると伺い、敬服しました。私たちは発足当時には
70名を超える会員がいましたが、今では20名程の精鋭
部隊？に減少してしまいました。しかしこの少数の人
たちはほとんどが高齢者なのですが、毎月２回の活動
に熱心に参加しています。この5月20日の活動が90回
目の活動になります。息長く楽しんで活動したいと
思っています。
放射能測定会には子供を含めて30名が参加しまし
た。子供などは里山を走り回っていましたが・・・測
定班を二つにし、それぞれが場所を特定してまず空間
線量を計測しました。里山の平地はほぼ0.03μSv/h、
側溝の中やその付近は0.06μSv/hほどでした。また、
落 葉 や 苔 を 測 定 器 で 測 り ま し た が、側 溝 の 苔 土 は
226Bq/kgでした。私たちが日々測定している検体の値
を考えるととても低い数値だと思います。福島の落葉
からは14.5kBq/kg、茨城産のｺｼｱﾌﾞﾗからは464Bq/kgと
いうとても高い数値を数日前に計測していたので里山
の測定結果は驚きでした。
しかし、福島原発事故によって福島をはじめ東京も
汚染されてしまっているのです。被害地の復興も進ん
でいない現状を見ると、原発の再稼働は許せないと思
うのです。
最後になりますが、私たちの測定会に場所を快く提
供していただいた倉沢の里山の会の皆様、特に当日
ずっとお世話を頂いた田村さんご夫妻、峰岸会長に厚
く御礼申し上げます。会の益々の発展を祈念します。

喜多見ポンポコ会議 江崎美枝子
喜多見をご存知でしょうか。有名人が多く住むこと
で知られている世田谷区の高級住宅地、成城の隣町で
す。隣町といっても、町の雰囲気はまったく違いま
す。時折、耕運機が家の前をトトトトト…と通り過ぎ
ていきます。動物の目撃情報第１位はタヌキ。そんな
町で私達の会は２０００年４月に発足しました。発足
のきっかけは、１９７０年に凍結された東京外郭環状
道路（外環）の計画が再び動き出したことです。難し
い課題に関わるのと並行して、多摩川の支流、野川の
生きもの調査「野川ガサガサ」や喜多見の歴史・自
然・店・人などを紹介するミニコミ紙『ポンポコ新
聞』発行など楽しい活動も行っています。
喜多見では、相続で農地が減少し続けているだけで
なく、町の景観にアクセントを与えていた大きな木や
樹林地もまた、相続や所有者と周辺住民との関係から
伐採されています。厄介者扱いされてしまう樹木です
が、地域の方から「落ち葉も剪定枝も昔は肥料として
土に還った」「昔は地域の中で人も自然も上手に循環
していた」と聞きました。
昨年５月、喜多見４・５丁目全域が東京都の「農の
風景育成地区」第１号に指定され、喜多見農業公園の
拠点となる用地を世田谷区が取得したことから、現
在、この農業公園をどのように利用すべきか考える検
討会が進められています。農業公園の利用方法として
まず頭に浮かんだのは、厄介者扱いされる樹木と畑を
関連付けた取り組みができないかということでした。
全体の仕組みは喜多見独自のものを考えるとして、
資源循環や施設・設備の参考になりそうな事例はない
かと探していて見つけたのが倉沢里山を愛する会さん
でした。
４月２０日、喜多見で検討会に参加されている方々
と一緒に現地にお邪魔しました。倉沢里山で幸いした
のは、所有者だった方々に「緑地を残したい」という
強い思いがあり、実現しようと行動されたことだった
のでしょう。そして、緑地と農園をバランスよく維持
管理していく仕組みの構築と、会員が楽しく参加でき
るよう、運営に気を配られているのもよく分かりまし
た。農園にある余った種置き場、緑地に入る際に付け
るというバンダナ、集合場所に違和感なく並ぶ丸太の
腰掛け、落ち葉だめ、剪定枝の粗朶(そだ)柵、ニュー
スレターを入れておくポストなど、なるほどと感心し
てしまうような様々な工夫を教えていただきました。
今後もまた勉
強させていた
だければ幸い
です。

写真：
慶元寺三重塔と
喜多見農業公園
予定地

新入会員 後藤 聡
都心からの距離のわりに自然が
豊富に残っているという稀有な環
境に魅せられて、百草八幡神社の
隣に建つマンションに暮らし始め
て、早いもので20年ほどが経ちま
した。この間、百草園駅からの急
坂の途中や百草園周辺にも宅地が
増えました。しかし、川崎街道か
ら標高にして50ｍほど上ったいわ
ゆる「山の上のほう」は、京王百草園と八幡神社の森
になっているため、幸いなことに自然がいまなお守ら
れています。そして、私が勝手にこの自然が守られて
いるかどうかのバロメーターにしているのが、フクロ
ウとホタルです。
八幡神社を取り囲むように群生する樹齢数百年とい
うスダジイの巨木群は、フクロウの絶好の生息場所に
なっています。ただ、夜行性に加えて音もなく飛ぶフ
クロウの姿を目にすることは簡単ではありません。し
かし、毎年5〜6月頃に巣立ちを迎えるフクロウのヒナ
た ち は、夜 だ け で な く 午 前 中 や 夕 方 も「ギ 〜 ッ、
ギ〜ッ」という独特の鳴き声を発し続けているので、
鳴き声の
出所を探
し当てる
ことがで
き れ ば、
比較的簡
単にその
姿を見つ
けること
ができま

す。今年は、私が確認しただけでも３羽のヒナが生ま
れています。５月下旬はまだ全身が産毛で、必死に木
につかまっているという感じでしたが、日に日に体も
大きくなっていくのがわかります。ここで紹介してい
る写真は、私の知り合いのカメラマンが6月10日の夕
方に八幡神社の境内で撮ったフクロウの子どもで、一
丁前に脚でモグラとおぼしき獲物をつかんでいます。
自分で獲ったのか親鳥に与えられたのかはわかりませ
んが、夜間の生態系ピラミッドの頂点に位置する、大
型の猛禽類らしい風格が早くも漂っています。そし
て、子フクロウたちは７月頃までこの森で狩りや飛ぶ
練習をして、やがてどこかの森に巣立っていくので
す。
では、もうひとつのバロメーターであるホタルはと
言うと、今年もすでに数匹が飛んでいるのを確認し、
ホッと胸を撫で下ろしています。東電研修センターの
敷地の行く末については、さまざまな憶測が飛び交っ
ているようですが、大規模な開発によってこうした生
きものが生息できる環境が奪われてしまったら、もは
や復活させることはできません。フクロウとホタルの
姿をこれからもずっと見続けたい。そんな思いを形に
できるように、「倉沢里山を愛する会」の活動に微力
ながら協力していきたいと思っています。

フクロウ撮影／阿部雄介氏

来年の玉葱の収穫は？
鈴木 謙也
倉沢里山を愛する会に、お世話になって約７年がた
ちました。
自宅も近く、緑が多く季節には四季折々の花が咲き
自然をいっぱいを満喫できる里山で会員の方々と共に
定年後を楽しく過ごさせていただいております。
土いじり（野菜・花等）は健康の秘訣の一つである
とも言われ私も腰痛以外はすこぶる健康です。実際野
菜作りを始めてから数年経っても、腰の痛みに耐えな
がら思い通りの野菜が出来ず、その奥深さを想い知ら
されております。私の畑は、ジャガイモ・玉葱がメー
ンで楽しみな野菜作りをしております。
例年は市場で販売出きる様な大きさ、形も良い収穫
をしておりました。
今年は気候の異変等もあり不作です。それは肥料、
土の固さも手で硬さを整え問題なし、植え方は、毎年

約５センチの深さの穴に苗を植え、霜があった場合に
は押し付け例年の通り。しかし、今年は苗の消えが多
く、ベテランの友人に相談すると穴の深さは玉葱の根
の長さにあわせた深さにするということでした。来年
植える時の参考にさせていただき、来年は例年の収穫
量よりさらにプラスとなると思います。
通常スーパー等では乾燥玉葱だけで、採りたて茎付
玉葱は殆ど販売しておりません。茎付玉葱は水分が多
く、血液がさらさらになるイオン化合物が多く、コレ
ステロール・中性脂肪・血糖値を正常にする働きがあ
り、高脂血症・糖尿病等にベストで、時季になるとサ
ラダ・その他の料理にも使用し、よく食べています。
また、玉葱・ジャガイモは毎年お返し代わりとし、
待ち望んでいる知人がおり、多く作らなければなりま
せん。収穫時は半分近くは子供達・親戚・知人等に食
べてもらい喜んでもらっております。
今後もその他の野菜に挑戦し、子供達・親戚・知人
等に食べてもらえる様に努力してゆきたいと思ってお
ります。

４～６月の主な活動記録
最近の活動日の作業のひ
と つ に、外 来 植 物 の 駆 除
が あ り ま す。従 来 は、ハ
ル ジ オ ン、ブ タ ク サ な ど
が中心でした。
駆除対象のニューフェイ
ス が「セ リ バ ヒ エ ン ソ
ウ」(キンポウゲ科コンソ
リダ属)ですが、4月から5
月に薄紫色の可愛らしい
花を咲かせます。明治時代に中国から観賞用として渡来
したそうですが、日本の在来種には同じ属の植物はあり
ません。つい数年前に川崎市・相模原市で野生化したも
のが確認されていましたが、最近では倉沢里山を含む多
摩地域から関東地方の広い範囲に急速に広がっているよ
うです。
倉沢里山で保護対象としている、同じキンポウゲ科の
ヤマトリカブト同様強い毒性があるそうですが、なぜヤ
マトリカブトが保護対象なのにセリバヒエンソウは駆除
対象なのでしょうか。
本来の生育・生息地ではない土地に侵入した外来種の
中で、特にその土地の生態系や人間活動への影響が大き
いものは侵略的外来種(生物)と呼ばれています。このよ
うな生物は生命力・繁殖力が非常に強く、新しい場所に
は天敵がいないといったこともあって、もともとそこに
いた在来の生物を駆逐していってしまうため、生態系や
環境全体を変えてしまう恐れがあるのです。里山の生態
系・環境を守るためには、セリバヒエンソウに罪はない
のですが、人の手で駆除する必要があるのです。
里山を守るということは、そこに昔からあった豊かな
生態系を維持するということであり、その一角でも崩さ
れると、絶妙なバランスの上で成り立っている生態系全
体が大きなダメージを受けることになりかねません。
「ラスカル」ブームで可愛らしいアライグマの子供を
飼ったけれど、成長するにつれて意外に凶暴なことを
知って山に放してしまったものが野生化し、日本中で増
えています。ほかにもカミツキガメや、セイヨウタンポ
ポなどもよく話題になります。倉沢では、農作物に被害
を与えるハクビシンや、ガビチョウなども迷惑な外来種
です。今日本中で問題となっている鹿による被害も、本
来鹿の頭数を適正に保っていたオオカミを絶滅させてし
まったことが主な理由と言われています。人間も自然界
の循環やバランスの中で謙虚に生きていればこんなに環
境を壊してしまうこともなかったでしょう。
一方で日本では当たり前にいる生物が外国で迷惑がら
れている例もたくさんあり、有名なのは淡水魚の鯉や、
植物でもイタドリやつる性植物のクズがあり、世界的に
はこれらも侵略的外来種、駆除対象とされています。
私たちのフィールドでも長久保緑地をはじめ各緑地で
近年特に目立つのがこのクズです。日本に昔からあった
植物ではありますが、人の手で管理されてきた倉沢里山
にとっては、侵略的と言っても過言ではないでしょう。
放っておくと、ものすごい繁殖力であっという間に緑地
全体に広がって他の植物を覆ってしまいます。クズやセ
リバヒエンソウを里山で根絶することは不可能でしょう
から、これからも私たちの根気のいる作業のひとつにな
るでしょうね。ご理解とご協力をお願いします。 (事)

4/19(土)

春の見学・散策会。多摩市和田の「なな山
緑地」を訪問（22名参加）

4/21・23

里山の木の芽(山椒)摘み（延15名参加）

5/10(土)

緑地の下草刈り・外来種等の除去、腐葉土
堆肥床の更新(１か所)（ミネストローネと本
場の水餃子他）（74名参加）

5/21(水)

タラの丘・第１緑地北崖面草刈り他（おや
つ）（33名参加） 山椒の実摘み

6/14(土)

長久保緑地全面下草刈り、万蔵院台の粗朶
柵のつるもの駆除、道路縁整備、第１道路縁
整 備、長久保 緑地 のクズ駆 除他（トン 汁）
（52名参加）

6/25(水)

北緑地全面下草刈り、長久保緑地の西側部
分下草刈り、クズ駆除他(おやつ＋井坪さん
のズッキーニの冷製スープ)(36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12日(土) 長久保緑地下草刈り、第１緑地全面下草
刈り、第１緑地堆肥床更新他。(中華風スープ）
8月23日(土) 万蔵院台緑地・長久保緑地の栗林を中心に
下草刈り。（サンドウィッチ。梅ジュース、ブルー
ベリー他。）
9月14日(日) 万蔵院台緑地道路縁と第１崖面の草刈
り、アリスの丘草刈り他(おやつ)

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆全国的に例年にない大雨で、アリスの丘でも一部に
被害が見られました。ファームⅠでは中央通路沿いに
雨水が畑に入らないように溝を掘ってありましたが、
いつの間にか埋まっていたり、何か植えてしまったり
という場所が見られます。ファームⅡでも雨水を誘導
して外に出す水路と浸透桝が設置してあります。関係
する区画の方は、雨が降らない時期にこそ整備してお
くよう心掛けましょう。下流の方に迷惑にならないよ
うご協力をお願いします。
☆アリスの丘の上のほうの方で、隣接する菜園パーク
の区画の水を利用させてもらっている方がいますが、
持ち主の了解を得ていても、菜園パークの組合と愛す
る会の問題としてとして以前問題になった実績があり
ますので、一切やめるようお願いします。
☆駐車場やファーム内の通路での事故が散見されま
す。運転する人も歩行する人も、お互い十分注意して
ください。アリスの丘の中央通路は原則侵入禁止で
す。必要な場合はできるだけ短時間で用事を済ませて
所定の駐車場に止めていただくようお願いします。
☆フィールド内や駐車場等での落し物は事務局にお届
けください。事務局から会員に流して周知します。
会員外の方がフィールド内に入っているときはできる
だけ声かけをしてください。
☆夏場の作業は熱中症に十分注意しましょう。決して
無理をせず休みながらマイペースでお願いします。
飲料水と白っぽい長袖・長ズボン・帽子は必須です。

