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オヤマボクチ（キク科） 

 花はアザミに似ていますが、葉は全

然ちがいます。ヤマボクチ属で、ボ

クチとは葉の茸毛（じょうもう）を

火口（ホグチ）に使ったことから。

ヤマボクチ（山火口）が基本種でハ

バヤマボクチ・キクバヤマボクチな

ど。市内での自生はオヤマボクチ１

種。漢字で表すと雄山火口・御山火

口・大山火口等で、雄々しい感じ、

山への親近感・丁寧語や畏敬の念、大きいなどと思え

るからでしょう。葉裏の白い綿毛からウラジロとも言

われます。正式な種名では正月のしめ飾りに使うシダ

でウラジロ科のウラジロがあります。また、葉が牛蒡

に似ているので山牛蒡とも言われますが、根が牛蒡の

ように太いヤマゴボウというヤマゴボウ科の植物もあ

り、山牛蒡と言って食されるのはキク科のアザミ属で

す。信州にはオヤマボクチの繊維だけをつなぎとした

手打ち蕎麦屋さんがあるそうです。大量のオヤマボク

チを必要とし、その工程も大変なようですが、いつか

食べてみたいと思います。 

ひなた緑地の、ヤブレガサ、オオバギボウシなどが群

生している縁に１本だけあるのに気づいたのは、作業

の事前の保護植物のマーク付けなどに皆さんが参加さ

れている成果です。そうした作業は管理地の自然観察

をする機会を増やし、新たな発見になったりします。 

今回見つかったオヤマボクチ、計測してみると丈は

２㍍もありました。「毬栗の形状をした頭花が見られ

なくて残念」と言うと、脚立を持ちこんで花も撮って

あるとのこと。それにしても１本だけというのが気に

なります。 

播種してから３年で開花したという例があるので、ど

こからか種子が飛んできて１個だけ育ったのかもしれ

ません。日当たりのよい草地が好きなのに、適地では

ないが懸命に努力して伸びに伸びて花をつけるまで成

長したのでしょう。健気ですね。    （峰岸立枝） 

國分 知子 

2014年11月30日、日野市生活保健センターにおいて

「日野市雑木林ボランティア講座10周年記念シンポジ

ウム」が開催され、「倉沢里山を愛する会」は日野市

長より感謝状を贈呈されました。一緒に感謝状の贈呈

を受けた団体は、南平丘陵公園を本拠地とする「南丘

雑木林を愛する会」、京王百草園の北側で保全活動を

行っている「日野団塊世代広場」、東豊田緑地保全地

域で活動する「東豊田緑湧会」、東光寺緑地で緑地管

理を行う「緑地管理ボランティアの会」、倉沢里山と

同じ手法で保全された緑地でホタルの棲める環境を守

る「真堂が谷戸蛍の会」の、合わせて６団体でした。 

シンポジウムでは、専門家２人の講演に続いて、そ

れぞれの団体から活動状況が報告されましたが、「倉

沢里山を愛する会」では毎月行われる緑地保全活動や

市民農園の運営等に加えて、以前に開発され緑が失わ

れてしまった土地を畑として再生したり、長年放置さ

れ無残な荒地となっていた土地を開墾し市民農園とし

て運営するなどといった、他には見られない積極的な

試みが高く評価されたように思います。 

都市では、常に開発と緑地保全のバランスが問題に

なりますが、この倉沢や百草谷戸では開発が進む一方

で、昔の里山の景観と環境がなんとか保全され、東京

近郊のベッドタウンとしては、雑木林・農地・住宅地

がかなり良いバランスで並存しています。 

今後も近隣で新たに発生するであろう問題、既に潜

在している問題もあると思いますが、現在の環境を守 

るために、「倉沢里山を愛する会」が協力できるこ

とがあると私は考えています。緑地の保全と共に、

地域のまちづくりについても皆様と一緒に考えてい

きたいと思います。今年も宜しくお願いします。 
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新入会員  加藤 久 

このところの地震と津波、水害と土砂災害、火山爆

発等の自然災害によって「自然エネルギーの凄さ」を

実感してきました。 

地球の息遣いは激しく恐ろしいものであります。 

毎年繰り返す春夏秋冬の季節の変化は、日本人の心

に豊かさを与えてくれてきましたが、それも童謡の歌

詞の中に残るばかりの日本の原風景になりつつありま

す。 

日常の生活では季節を感じることも少なくなり、食

材にあっては、何でも、いつでも食することが出来る

ようになりました。 

一方で、世界の国々の幸福度ランキングでは、日本

は第８１位だそうです。 

モノも豊富にあって豊かなはずの日本人が、なぜ幸

福を感じられないのか。 

ある建築家が「より少ないことは、より豊かなこと

だ」と言っています。 

モノやお金に振り回されず、精神的、体験的なもの

に重きを置き、シンプルな暮らしをするためには、真

剣に自分の人生や生活を、自分自身で考えなければな

りません。 

仮にアベノミクスで経済が良くなったとしても、

人々の幸福度が上がるとは思えません。 

昨秋、１１月の例会から倉沢里山を愛する会に入会

しました。 

３５年間住んだ自宅建替えの時、大谷石の擁壁を取

り払い、道路との境をなくしました。 

以前の庭は全て取り壊しとなり、

資金不足から自ら庭造りをせざるを

得ない羽目になりました。 

昨年の夏から現在も続いておりま

す。老人が独りで庭造りをしている

のは、いやでも眼に入るのか、通り

かかった沢山の人が声をかけて下さ

います。この土地に３５年間住ん

で、向こう三軒両隣の人しか知らな

かったのに・・・。 

 その中の一人に誘われて、この会に入会しました。

そこでは、心地良い陽射しを浴びて無心に落ち葉を集

めている人達、かつては企業戦士だったかもしれませ

ん。その中で旧知のごとく振る舞える自分が不思議、

里山は心の垣根を取り外してくれます。 

 作業の後の「参鶏湯風スープ」は格別

の味でした。 

 樹木は裏切ることなく季節ごとにその

姿を変化させ、里山は四季の移り変わ

りにより、自然の大きさ、美しさ、豊

かさを私たちに感じさせてくれます。 

この里山が、私に忘れていた価値観を

想い出させてくれました。 

 これからもどうぞよろしくお願いいた

します。 

  田村 はる子 

倉沢里山を愛する会の活動が始まってから早いもの

でこの春で満15年を迎える、ちょうどそのタイミング

で市から記念すべき感謝状を頂きました。昨年の11月

30日に「日野市の雑木林を育む」と題したシンポジウ

ム が 開 催 さ れ、パネ

ラーの一人として事務

局長が出席し、大坪市

長より会の日頃の活動

に対して感謝状が手渡

されました。このシン

ポジウムは「日野市雑

木林ボランティア講

座」の10周年を記念し

て開催されました。 

主催された事務局の笹木延吉さんと初めてお会いし

たのは、今から15年前の母の相続の時でした。その時

は環境共生部長をしておられたのですが、あの頃こち

らでは相続の問題を抱えており、山の緑をなんとか保

全できないものかと頭を悩ませ、市長あてに要望書を

提出したりでとても大変な時期でした。山の保全運動

など初めてで、様々な知恵を絞り折衝を重ねてきまし

たが、幸い今の緑地保全が成功したのは、あの時に笹

木部長がおられたので、今の会の成功に繋がっている

ものと思っています。その後笹木さんは退職されても

なお、緑地保全に深く関わり、ボランティア講座を立

ち上げ、幾つもの緑地保全グループを送り出し、また

事務局をやっておられます。本当に自然がお好きで、

以前頂いた名刺には「ナチュラリスト」という肩書を

謳っておられました。日野市の緑地は、笹木さんのよ

うな本物のナチュラリストがいて下さったから今があ

ると、その大きさを実感しております。私たちの会の

こともいつも見守って下さり感謝しています。 

今回の感謝状は、毎回参加してくれている会員の一

人一人が頂いたもので、汗と涙が詰まっているなと感

じました。今まで積み重ねてきた活動が少し認められ

たようで大変嬉しく思うと同時に、これからの責任も

改めて感じているところです。毎回50人から60人の参

加者で、日野市内のボランティア団体ではおそらく最

大規模でしょう。最近ではやるべきことを会員の皆様

が熟知しているため手際も良く、計画以上のことが時

間内に片付いていき、物凄いパワーを感じています。

本来なら15年経ってそれだけ歳を重ねている筈が、緑

の中にいて身体を動かすと、益々元気になるようで

す。気分転換にもなって、上手にストレス発散が出来

ているからでしょうか。このメリハリの効いた生活こ

そが会員にとって元気の源なのかといつも思います。 

里山には新鮮な空気、四季の雑木林、自由な畑、気

の置けない仲間が沢山いて、気楽におしゃべりをした

りすることで気持ち的にも元気が出るようです。 

日頃は地味な活動で目立たない会に対して、よくぞ

気を留めて下さり、こちらこそ市や笹木さんに感謝い

たします。これからも、目立たず気負わず、楽しみな

がら健康的に活動ができますことを願っています。 



 

白須 清 

人は皆、日常生活から離れて日常の形態からも脱出

したい願望を持つ者らしい。非日常にあこがれメディ

アがそれを煽る、その例が旅行。巷では旅行企画がい

ろいろと氾濫し新聞、雑誌、チラシ広告等々おびただ

しい宣伝合戦を繰り返している。今から二十数年前私

は人生につまづき当時住んでいた家から逃げ出すよう

にして電車に飛び乗り、行くあてもなく電車を乗り継

ぎ、とある寂れた駅に降り立った。すでに宿は閉まっ

ており、途方に暮れていた私に笑顔で近づきながら

「私達も遅れてしまいました、他の宿を探しましょう

よ」と言ってくれた老夫婦がいた。 

土地に明るいのか自信ありげに私を先導してくれ

た。着いた所は寂れた駅に不釣り合いな近代的な建物

であった。ビジネスホテルのために食事は無く近くの

食堂でソバをすすりこんだ。早々に食事を終え、ビジ

ネスホテルのベッドに潜りこんだ。 

次の日の早朝、何も得るものもなく失意のままに駅

に向かった。あまりにも疲れた様子だったのか、ある

いは私の夜の問わず語りが気になったのか、途中前夜

知り合いになった老夫婦に声をかけられた。「お寺参

りにいきませんか？」と言ってスタスタと歩いて行っ

てしまった。私は躊躇したが少し遅れながらも重い足

を引きずり後ろに従った。 

寺の山門を入り巡礼者の掟なのか夫婦に導かれ、う

がいと手水を済ませ視線を寺の全容に向けた。そして

背後にある山に目が止まり愕然とした。それは酷似し

た容姿の山を見た記憶からであった。山塊の一角が瓜

二つであった。遠い日、確か小学生の頃の通学路で

あったか？今は定かに思いだせない。ただ、ただ懐か

しさだけが胸に溢れた。感傷に浸かる間もなく、刹那

に尖った山の稜線に優しく弱々しい赤い光が射し込ん

できた。やがて光は赤から透明になり山ふところに抱

かれる様にして中腹まで来ると木々の葉と幹を浮きあ

がらせ十分に活力を与えている。更に光は鋭さと力強

さを増して近づき、段々畑で腰を屈めて作業する老人

をまとった。過ぎる時間も忘れて風景に酔った。 

我に帰ったのは、近づく先程の老夫婦であった。

「それではお別れしますよ」と言ってかるく手を上げ

た。私はあわただしく近づき巡礼の事、空海の事など

もう一度説明を乞い願い、そして別れた。帰りの汽車

の中で何故か空海のこと、巡礼のことは心から離れて

しまい、山門からかいま見た風景だけが何回も何回も

頭に渦巻き、沈んだ心に極く僅かに光明が射し込んだ

ような気がした。 

数ヶ月後、ほのかなキンモクセイの香りに誘われ

て、あの寺院にもう一度行ってみたい。無性に気持ち

が高揚し前回訪れた時と同じ寂れた駅から歩いて山門

に立った。そして改めて稜線を見上げた。そこからは

初秋の乾いた空気を孕んだ風が私を優しく包んだ。前

に来た時のように辛く、せつなく、尖ったケバケバし

た心は薄らいで時間の径過と共に囚われの心もすでに

柔らいでいた。 

ふと、以前あずまやで写経をしていた老夫婦が頭を 

よぎった。巡礼の話、空海の話を思い起こしているう

ちに、漠然と千数百年前に生きた、空海の足跡をたど

りたい。「そうしてみろ」後ろから前に押し出される

ような心に突き起こされた。私自身宗教心は皆無で

あった。ただ、ただ素朴な意味での空海の足跡をな

ぞってみたい。故に、ご利益とか、家族の安泰等を祈

祷するものではなかった。出来れば己の利己的なもの

の考え方、突きだしすぎる心の動きなどを改善出来れ

ば良いと思った。次の日の日曜日、私は旅支度を整え

空海ゆかりの地を目指し家を後にした。結縁迄に五年

かかる？いや十年？二十年？長い、長い心の旅の緒に

ついた。 

白駒の隙を過ぐるが如し。それから二十数年がたっ

た。そして旅の中で己の境遇の変遷を見た。又、温厚

な、人となりと落ち着いたもの言い。旅を続ける間、

老夫婦のことはよく思い浮かべた。一期一会の出会い

であった。私は過去の忌まわしい出来事が心に沈澱し

そうになるとその都度、沈澱物を吐き出すために空海

の足跡を訪ねた。ある時は山の尾根道から対峙する山

に向かって過去の悔恨を心の中で叫んだこともある

し、早春の川沿いで思いがけずに可憐なカタクリに出

会った時に愛しさの余りに話しかけたりした。 

又ある時は一望千里、万象の山々の紅葉が心を遊ば

せ時を止めた。本州の秩父、坂東、西国と百カ所以上

に足を運んだ。古きを訪ね歩き各地の寺院を彷徨し

た。ワイワイ、ガヤガヤ行くバスツアーも旅。又一人

巡礼の旅も又、旅である。しかし同じ旅でも巡礼する

時の深い味わいは私は他に知らない。見知らぬ山村の

杣道を歩いている時、ふいに農家の老婆に手を引かれ

るようにして接待を受けたことは数えきれない。まる

で墨絵のようにもやに煙る山あい

の村、真っ赤に染まる夕焼け雲、

花鳥風月を存分に吟味しながら足

を進める。なんと贅沢なことか。 

日本百観音巡礼の旅を終えた

今、最後の難関、深山幽谷の地、

四国八十八カ寺めぐりの旅が私を

待っている。 
 

（以下は、最近事務局に頂いた白須さんからのメールを

ご本人の了解を頂いて転載しました。） 
 

・・・・・・。さて、体調の方はすこぶる元気で次の活

動日には参加出来ると思います。これもひとえに皆様方

のお気持ちの現れと思って有り難くおります。そして娘

に「お父さんは諦めているの？」と言った言葉を聞かさ

れ、自分の言葉足らずを痛感しました。皆様方にも誤解

を与えたならいけませんので、その後娘に送ったメール

が今の自分の心境を現しており、そのメールの原文をご

心配頂いている「倉沢里山を愛する会」の方々にお送り

致します。白須 
 

『人間は衰えて死が訪れるその時は己れをそれまで生

かしめた全てのものに感謝を捧げて生命を終われば良

い。しかしいよいよ死ぬるその時までは、人間は与えら

れた命をいとおしみ、力を尽くして生きぬかなければな

らぬ。人間はそうあるべきものだろう。そのことを不治

の病であるガンから教えてもらった様な気がする。退院

前日に記す。１１月１７日。父から愛する我が娘へ』 



１０～１２月の主な活動記録 

10/12(日) 第１緑地崖面手刈り、長久保緑地全面機

械刈り（鉄板焼きそば）（55名参加）  

11/ 2(日) 第１緑地全面、万蔵院台緑地と植物保護

区他草刈り（いも煮会＋フリーマーケット）

（70名参加）  

11/19(水) 北緑地草刈り、ひなた緑地の落枝片づ

け、竹林整備、長久保緑地の育成樹剪定他

（おやつ）（30名参加）  

12/13（土） ひなた緑地全面機械刈り、長久保・第

１緑地落ち葉掃き、第１緑地堆肥床更新他

（参鶏湯風スープ）（57名参加）  

１～３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） 

1月14日(水) 高木伐採、伐採木の後処理・片づけ(緑と

清流課協働) ９時 アリスの丘駐車場集合(おやつ) 

1月24日(土) 、アリスの丘の果樹剪定、落ち葉掃き他 

                （具沢山のポトフ） 

２月11日(祝水) 落ち葉掃き、アリスの丘果樹剪定他 

                   (鮭の粕汁) 

２月25日(水) 作業路、粗朶柵メンテ、落ち葉掃き他 

                    (おやつ) 

３月14日(土) 粗朶柵メンテ、落ち葉掃き他 

                 (カレースープ) 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆昨年は会の運営にご協力頂き本当にありがとうござ
いました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 
☆落ち葉掃きの前に、各緑地内の腐葉土をご活用下さ
い。（第１・万蔵院台緑地） 
☆４月からの 2015 年度のご案内を２月中にお届けする
予定です。引き続きご協力頂きますようお願いいたし
ます。 
☆ファームを退去される予定のある方は、できるだけ
早めにご連絡お願いします。 
☆訃報です。倉沢里山を愛する会発足
以来の会員である祖谷英太郎さんが
12 月半ばに逝去されました。薪でご
飯を炊く名人で、初期の活動時には
よく炊いて頂きました。体調を崩し
てファームを辞され活動に参加され
なくなった後も、ずっと会員でいて
下さり、心にかけて頂きました。心からの感謝ととも
に、ご冥福をお祈り申し上げます。 

                  佐藤 久美 

 里山にたわわに実ったゆず。11月の

バザーで数袋ゲットして、マーマレー

ドにしてパンに塗ったり、パウンド

ケーキに使った他、今話題の「塩レモ

ン」の兄弟版？塩ゆずを作って楽しん

でいます。作り方は様々ですが、「お

いしい新調味料 塩レモン・塩ゆず」

(池田書店 高橋雅子著)から作り方を

ご紹介します。 

《材料と作り方》(作り易い分量) 

  ゆず ３～４個(約300g） 

  自然塩 ゆずの重さの１０％ 

・ゆずは表面を洗いしっかり水けを拭

き取る。 

・表面の傷んだ箇所とへたを取り除く 

・６～８等分のくし形に切り、たねを取り除く。 

・全量の重さの10％の自然塩を用意する。 

・煮沸消毒した密閉容器にゆずと自然塩を三分の一ず

つ交互に入れる。 

・蓋をしっかり閉め冷蔵庫で保存する。漬けてから１

週間は１日１回容器を上下に振って全体をなじませ

る。１週間後から使用できる。 

《保存》 漬けて１週間後から使えますが、長く置く

と塩がよくなじみ酸味はおだやか、ねっとり濃厚で

まろやかな味わいになります。長期保存する場合は

ラップで落し蓋をして、週に１回は上下に振って全

体をなじませます。３か月ほどもちます。 

《使い方》 塩ゆずそのものはとても塩辛いです。

(全量300㌘のゆず3個と塩30㌘で24切の塩ゆずを作っ

た場合、単純計算すると１切あたりの塩分は1.2㌘に

なります。)みじん切りか千切りした皮と果肉を調味

料としてお使いください。 

少な目から始めてお好みの塩加減にして下さい。 

《私のお薦めバリエーション》 
・昆布だしにみじん切りした塩ゆずを加えるとおいし

いお吸い物になります。 

・この塩ゆずだしを茹でたうどん、おそば、温麺のお

つゆに。蒸したり焼いたきのこ類をこの塩ゆずだし

に漬けてマリネに。  

・みじん切りをご飯に混ぜて彩りきれいなご飯に。 

・塩ゆずのみじん切り２切分、白ワインビネガー小さ

じ２、マスタード小さじ１、オリーブ油大さじ３で

ドレッシングを。これを蒸し野菜のソースに。畑の

新鮮な野菜だと少しのソースでとてもおいしくいた

だけます。  

・白菜、キャベツ、大根などの野菜、塩ゆず、昆布各

適宜を千切りにして混ぜ、少し置けば即席漬けに。 

・西京味噌大さじ2、塩ゆずのみじん切り1切れ分、蜂

蜜またはメープルシロップ小さじ2でゆず味噌に。 

・魚の酒蒸し。サワラなどの白身魚の切り身の上に

千切りしたねぎ、しめじ適宜をちらし、酒少々をま

わしかけ、塩ゆずのみじん切りを適量のせる。これ

をアルミホイルで包み蒸し器で蒸す。 

・鍋に水と昆布を入れしばら

く置く。これを沸かしそこに

しゃぶしゃぶ用の豚肉を入れ

火が通ったら水菜を加え火を

止める。塩ゆずを加えて簡単

しゃぶしゃぶに。などなど、

ぜひお試しください。 


