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住吉 淳子
今までは育児に追われ家庭菜園すらしたことがない
私でしたが、今年は庭でトマトやキュウリでも育てよ
うかと子供達と話していたところ、田村さんに畑の話
をお聞きし、自然が大好き、土いじりが大好きな子供
達の、広い畑でいろいろな野菜を育てたい！！！！と
の強い希望と、野菜の成長過程や採りたて野菜の美味
しさを味わったり、子供達にとてもいい経験になると
思い始めることにしました。
夏は川遊びやキャンプ、冬は山登りと家族でアウト
ドアを楽しんでいる我が家に新たに一年を通して家族
で取り組める畑の作業が加わり、とても楽しい時間が
過ごせそうと、みんなでワクワクしています。
料理好きの子供達は、お店で買ってきた野菜ではな
く自分達で育てた野菜で料理をしたり、おやつに蒸か
したジャガイモやトウモロコシを一人1つずつではな
く、お腹一杯食べることを楽しみに畑作業をしていま
す。野菜が上手に出来るか不安もありますが、皆さん
に教えていただいたり、本を読んだりしながら、楽し
くやっていきたいと思っています。
最後に３人の子供達から
(中１長女)
部活でほとんど
参加出来ないで
すが、小さい頃
から散歩コース
として見慣れた
自然豊かな里山
を守っていく活
動に参加出来る
ことを嬉しく思
い、出来る限り
活動に参加して
楽しみたいで
す。一年目であまり難しいものは作れないけど、これ
からもどんどんチャレンジしていきたいです。
(小３次女)
近所でよく遊んでもらってる田村さんに声をかけて
いただき、家族で話し合い始めることにしました。最
初は初めてでわからないことだらけだけど、みんなに
聞いて教えてもらいながら、いろいろな野菜を育てた
いです。

(小１長男)
この間ジャガイモを植えたので、たくさんできると嬉
しいです。初めて参加した活動でしいたけ菌やなめこ
菌をトンカチで入れるときに、スポッと入って楽し
かった。カレースープがすごく美味しかったです。
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ヤマザクラ（バラ科）
桜の開花予想が発表されるの
はソメイヨシノで、エドヒガ
ンとオオシマザクラから江戸
期に創り出された雑種。写真
の１０周年記念に植樹したエ
ドヒガンは早咲きの部類に入
ります。次々と開花する桜を
求めて国内外の人がサクラを
訪れます。
日本の野生桜を代表するヤマ
ザクラは若葉と同時に開花し
早咲きではないが、古来より
花と言えばこれで、在原業平も「世の中にたえて桜のな
かりせば春の心はのどけからまし」と開花を待つ気持ち
を詠んでいます。名所として吉野山・京都嵐山。近くで
は高尾山頂から一丁平にかけて大木が見られます。
文芸・美術の対象、木材は建築材・版木等に使われ、色
や葉を生かした「衣・食」利用、見に集い、人それぞれ
に親しみ、苗木を植えて歩く団体も数多くあります。
今日の混沌とした世界・日本の政治情勢は、国定教科書
通称『サクラ読本』で教育された私に桜に浮かれる季
節、国花として愛された桜をいくつも歌いこんだ軍歌を
思い出させます。これからの人生を戦争で断たれても、
桜に喩え賛美し合理化しました。私は戦時中心を痛める
こともなく熱唱する小国民でした。
バラ科とは意外と思えるかもしれませんが里山の木本で
も沢山挙げられます。花はふつう両性で花弁・萼は5、雄
蕊10～多数、雌蕊1～多数。葉は単葉または複葉で葉柄の
基部に托葉があるのや上部に蜜腺がある等の共通点があ
ります。
クイズで終わりましょう。百人一首の上句を挙げます。
下句を思い出してみてください。①花の色は、②ひさか
たの、③もろともに、④高砂の、⑤花さそふ、です。さ
あ！
（峰岸立枝）（写真は3/27撮影の記念樹）

里山・・主義？
安保哲夫（アボテツオ）
昨年の夏頃本会に入れて
いただき、慣れないながら
もぼちぼち皆さんの仲間入
り を し て い る。会 員 の 郝
(カク)さん・時さんのご好
意で、アリスの丘で実った
ミニトマトやなすなどをい
ただいていたら、その畑の
一部を自分でやってみなさ
いということになった。し
かしまだ中途半端で、周り
の皆さんのようにきれいに立派な作物はできないし、
共同作業もやっとついて行くような状況である。
それにしてもこの会の管理運営の仕方は面白く、感
心している。「里山資本主義」という本も出ている
が、むしろ「里山共産主義」ではないかとも思った。
ただこれは今時はやらないだろう。まだその全部は分
かっていないが、わずかの会費で相当の畑を自由に使
い、有機栽培用の堆肥やおからなどが用意され、季節
の苗なども誰かが置いてくれる。栗拾いや竹の子狩
り、野菜・果物の即売会などいろいろと参加できる。
他方では共同の活動がある。本紙で紹介するまでも
ないが、年間計画で里山の草刈り、落葉・雑木の整理
などメンテナンスをやる。多くの人は慣れたもので、
能力と体力に応じて機械作業から草取りまで、自ずと
分業と協業が進む。この落葉の堆肥が会員に分けられ
る。作業の後には、おいしい手作りのスープや煮物、
餃子なども振る舞われるが、その食材も調理の腕も会
員内のボランティア方から提供される。これら多彩な
活動が会員の自由意志で淡々と行われるのは大変なこ
とだが、それを背後でしっかり支えているのは田村ご
夫妻が受け持つ事務局の仕事で、周到できめ細かい配
慮がみてとれる。
このように、本会の仕組み・活動形態は完備してい
るのだが、新米の当方はまだ何かと要領を得ない。苗
をもらったミニトマトやナス、種を蒔いたインゲンな
ど辛うじて多少の成果を得ただけで、11月頃に2回も
種を蒔いた菜っ葉類の芽が全く現れなかった。何故な
のかいまだにわからない。皆さんにお聞きしてみる
と、時期が遅い、直前に撒いた石灰がよくない、深す
ぎたなどで、春にはいま少し工夫をしなければならな
い。実は私は農作業が全くの初めてではなく、高校時
代に広島でお寺の稲作などを手伝ったことがある。し
かしその経験は今のところほとんど役に立っていない
のは残念である。
最後に一つ提案をさせて頂きたい。私が借りている
畑はアリスの丘の一番上の方にあり、夏など雨の少な
いときには水を運ぶのが大変である。お金を出し合っ
ても簡単な共同水道を持てないものかと希望します。
(複数の研究者が「里山コモンズ」と位置付けて、そ
の視点で論文を執筆されています。)

後藤 和枝
ちょうど一年前、初めて倉沢里山の会に参加した主
人が帰ってきたとき、「とにかく植物の名前に詳しく
て、まるで植物学者みたいな人が大勢いたよ」と、興
奮気味に話していたのを覚えています。
実は私は昔から歩くことが好きで、暇を見つけては
近所を散歩しているのですが、なかなか植物の名前が
覚えられずにいました。「この花の名前は何ていうの
だろう？」と思って写メを撮り、家に帰ってから植物
図鑑で調べて手帳に名前をメモしたりもしましたが、
覚えては忘れるの繰り返し。草木や花の名前をスラス
ラと言える人を見かけると、ひそかにすごいなぁと
思っていました。おそらく主人も、私と同じような想
いだったのだと思います。
先日、初めて会の活動に参
加させていただいて感じたの
は、倉沢の里山にはさまざま
な植物が、まだまだたくさん
残っているんだなということ
です。散歩コースとして歩い
たことはあったけど、雑木林
の奥までは足を踏み入れたこ
とがなかったので、思ったよ
り も 自 然 と い う か 緑 が“濃
い”こ と に ビ ッ ク リ し ま し
た。都市の中にこういう空間を残すことの大切さを、
実感することができました。
３月からはファームをお借りすることもできたの
で、念願だった畑も始めました。と言ってはみたもの
の、超が付くど素人夫婦なので、何から始めればいい
のかわからないことだらけ。田村さんに「まわりに先
生がたくさんいるから心配要りませんよ」と言われま
したが、他の畑を見れば見るほどすべてが完璧な畑に
見えてしまい、本当に自分たちに野菜の収穫ができる
のか、ちょっぴり気が遠くなっているのも事実です。
何とか雑草取りも終えて土も掘り起こしたので、現
在は何を植えようかと夫婦で思案しているところで
す。もともと畑をやりたいと思ったのは、遠方に住む
息子夫婦に自分たちが作った野菜を送ってあげたいと
いうのがきっかけでした。何も送料をかけて送らなく
ても、スーパーで買えば安く済むという想いもありま
すが、わざわざ親が手作
りした野菜が届くこと
で、食の安全性や野菜を
食べることの大切さを考
え直すきっかけになって
くれればと思っていま
す。そのためにも、まず
は送って恥ずかしくない
ような野菜をちゃんと作
らなければ。さぁ、畑に
行ってこよう！

カズウェル聡子
今回、母の後を継いで畑を始めることにしまし
た。 母が亡くなって初めて訪れた２月の畑は、と
ても寒く寂しく、涙が止まりませんでした。畑のあ
の場所で、一生懸命作業している母の姿があるよう
な気がしてたまりませんでした。畑仕事が大好き
で、家にいないと必ず畑で作業していた母。だか
ら、収穫せずに白菜やブロッコリーを駄目にしてし
まったことは大変申し訳なく思っています。
母からは畑を手伝ってと頼まれたことも、野菜作
りを強制されたことは一度もありませんでした。で
も、母は毎日毎日、無心で畑仕事にいそしみ、季節
事にとれる新鮮な野菜で私達をいつも楽しませてく
れました。春は、顔よりも大きくなったレタスを自
慢気にしていた母、春巻きを巻いて皆でほおばる料
理は子供も楽しみなご馳走でした。夏は真っ赤なト
マトを窓際に並べるのが我が家の風物詩でした。大
量にとれるキュウリは奈良漬けにしたりピクルスに
したりして、冬まで楽しむことが出来ました。冬
は、小松菜や白菜で何度も鍋をして体が温まりまし
た。そんな姿を見てきた私が今回、畑を引き継ぎた
いと思ったのは自然なことだと思います。模範は示
すけど、あれこれ人にうるさく言わずに、それでも
そっと背中を押してくれる、、、そんな風に私達も
育ててくれたな、と今しみじみと感謝しています。

小泉 正美
イタズラ小僧3人組で井田山の小川にザリガニを釣り
に行く途中、脇の田んぼの青蛙を捕まえて、手脚をバ
ラバラにし、タコ糸の先にギュッと結び付ける。小川
に着いたら、細く２つに枝分かれする支流の分岐点、
川草が生い茂ったあたりの定位置に、青蛙の右足を
ゆっくり垂らしてザリガニが喰いつくのをジッと待つ
のだ。赤黒く大きなはさみのザリガニに、僕の手や足
は赤ちんだらけだった。
僕は戦後ベビーブームで生まれ出た、現代の嫌われ
者「団塊世代」。どうも好奇心とエネルギーに溢れて
るのが嫌がられる原因らしい。
少年時代、東横線の元住吉というところに住んでい
て、線路の反対側には米軍の居住地があり、絶対に近
寄らなかったが、家のまわりには凧揚げのできる原っ
ぱや、蝉を捕まえる大きな木が茂る里山、 ザリガニ
を釣ったり水遊びができる小川がすぐそばにあった。
百草に引っ越してきた頃、野猿街道からの通り道沿
いにはたんぼがイッパイあり、初夏になってカエルの
大合唱の中を歩いて帰るのが楽しみだった。そんな百
草にもだんだん新しい宅地が増えて、消しゴムで消さ
れるように自然が少なくなっていくのをちょっと寂し
いと思っていたら、嫁さんが去年「倉沢里山ボランテ

畑で母のように作業する
ことが一番母の近くに感
じ、母との対話の時間で
もあります。畑作りの機
会は母からの私への最後
の贈り物です。
「土からいろいろ教えて
もらっている」と母はよ
く 言 っ て い ま し た。ま
た、「花や実が咲いた時
よりも、芽が出てきたときが一番うれしい。」とも。
これまで重い肥料を運ぶときや収穫のときにしか手伝
わなかったので、せっかく母が持っていた知恵を受け
継ぐことができず本当に残念です。でも周りの方には
いろいろ教えていただいて、本当にありがたく思って
います。野菜の本を貸していただいたり、タマネギの
追肥の仕方、じゃがいもの土作りなどご指導頂き、な
んとか母の四十九日を済ませたお彼岸の日に、じゃが
いもを植えることができました 。
これまでひたすら消費専門家だった私ですが、試行錯
誤で野菜作りを始めてみようと思っています。それで
も、子供達も耕すのを手伝ってくれ、主人もいろいろ
畑作りのアプリを探すなど応援してくれます。主人の
入手してくる情報はイギリス式、私は日本式、、、畑
でああでもないこうでもないと仲良くけんかしながら
空 を見上 げます。「きっ とお母 さん、苦笑して いる
ね。」「ううん、絶対応援してくれてるはず。」

ィア」の話を聞いてきた。畑も貸してもらえそうだと
いうので、チョット顔がほころんだ。栗拾いで里山に
入って、マスマス顔がほころんだ。
そして里山ボランティアに初めて参加した日、僕の
担当は背がデカイということで、堆肥場に運び込まれ
る大量の枯葉を踏みつけて潰し、より多くの枯葉を堆
積させることだった。男女４人が輪になって、まるで
インディアンのたいまつダンスのようにグルグル回っ
て足踏みを繰り返した。
すごい運動量の筈なのに、皆ニコニコしながらひざ
を高く上げて、何十分も踏み続けた。
この時、僕に強い衝動が盛り上がる。胸の上まで積
み上がった枯葉の中に飛び込んで、「土とんの術」を
やりたくなったのだ。少年達だったら絶対に忍者遊び
が始まるシチュエーション。心は少年でも、風体はど
う見ても前期高齢者、グッとこらえた。
里山の不思議な匂いと魔力は、僕はいつも子供の頃
に タ イ ムス リ ップ
さ せ て く れ る。
「楽 し い と ホ ン ト
に 疲 れ な い ね」一
緒 に た いま つ ダン
ス を 踊 って た １人
が 呟 い た。こ の 人
も 忍 者 遊び が した
い ん だ な・・・と
嬉しくなった。

１～３月の主な活動記録
明治大学農学部教授 倉本

1/14(日)

第１緑地・ひなた緑地の高木の伐倒と大枝
おろし、粗朶片づけ（日野市緑と清流課と協
働）(おやつ)（AM/PM 延47名参加）

1/24(日)

万蔵院台緑地落ち葉掃き、アリスの丘果樹
剪 定（梅・ブ ル ー ベ リ ー・キ ウ ィ）（ポ ト
フ）（47名参加）

宣

野猿街道はよくバスで通るにもかかわらず、広い道
路に面した市街地の奥に倉沢の里山が広がっているこ
とを知らなかった。昨年のシンポジウムで田村さんと
知り合いになって、倉沢に伺って驚かされた。なじみ
のある風景の奥に里山が広がっていたからである。
私は、里山の定義を、伝統的な農林業によって形成
された人手の入った生態系の複合体と考えている。こ
こで生態系というのは、雑木林、水田、畑、農家など
の、周囲とははっきり区別できるもののことである。
生態系の複合体はランドスケープ（景観）と呼ばれる
ものの、景色のことではなく、生態学でとらえられた
自然の一つの階層を指す。ランドスケープは構造と機
能と変化で特徴づけられる。里山というランドスケー
プの構造は、倉沢のような谷戸では、谷底の平坦面に
水田、緩やかな斜面に畑、斜面に雑木林が分布する。
里山というランドスケープの機能のひとつは、物質
循環である。雑木林では二酸化炭素を固定して、材と
落ち葉が取れた。材は薪や炭にして、農家が利用し
た。落ち葉は水田に鋤き込んだり、堆肥にして畑に施
したりし、作物は農家が利用した。
一方、私はちょうどこの3月に2年生の卒業研究の
テーマを決めようとしていた。大石絵美さんという2
年生は森に関係のあることを研究したいということ
だったので、植物の知識がなくてもできるテーマとし
てオニグルミの純林をみたり、雑木林の萌芽更新を研
究するために三富新田を訪れてみたりしたが、どうも
ピンとこないようだった。図師小野路歴史環境保全地
域に学生を連れて行ったときに、田極公市さんに歴環
をモデルにした場所があるか伺ったところ、アリス
ファームだということだった。森のテーマを探してい
る大石さんとアリスファームが私の中で結び付き、大
石さんに倉沢里山を愛する会のＨＰをみせたところ、
気に入ったようだった。
そ こ で、大 石 さ
んと倉沢に行って
みることになっ
た。堆肥や牛糞を
みて、倉沢は多摩
ニュータウンなど
の都市の中にある
にもかかわらず、
里山の物質循環を
追求しているよう
に感じた。
そこで、大石さんと話し合って、倉沢里山を愛する
会の活動に参加させて頂いて、活動を記録するととも
に、倉沢の里山を構成する生態系の間の物質の移動を
明らかにしようというテーマの着想を得た。
倉沢のランドスケープの変化は、古墳や庚申塔とい
う時代を表す遺跡の時代や昭和30年代などいろいろな
時代をとらえて考えることができそうで興味深い。こ
れは、大石さんの卒業研究ではなく、自分のテーマに
取っておきたい。

2/11(水・祝) 万蔵院台・タラの丘落ち葉掃き、伐倒
大径木の玉切りとシイタケほだ木準備
（チェーンソーの基礎講座）、第１緑地堆肥
床補修他（鮭の粕汁）（58名参加）
2/25(水)

ひなた緑地・竹林の整備、第２緑地落ち葉
掃き他（おやつ）（32名参加）

3/14( 土) シイタケ・ナメコ植菌・枯損木伐倒片づ
け・丸木橋更新他(カレースープ)(48名参加)

４～６月の主な活動予定
各回の持ち物：バンダナ、スタンプカード、手袋、
飲料水、Ｍｙ食器等
各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 悪天候の
時は翌日に順延です（緑地の状況により内容を変更す
る場合があります）
4月18日(土) 活動報告・計画報告会、その後会員懇親
お餅つき、お雑煮も （前日に実施可否決定）9:00
頃から準備 前日・当日朝のお手伝い歓迎です。
※17(金)13:30～

ヨモギ摘み・道具類・米とぎ等準備

5月16日(土)
5月26日(火)

各緑地の草刈り他（ミネストローネ）
各緑地の草刈り他 (おやつ)

6月13日(土)

各緑地の草刈り他 (トン汁)

6月24日(水)

各緑地の草刈り他 (おやつ)

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆桜の花といっしょに新しい年度に入りました。活動
開始から早いもので１６年目に入りました。今年度も
どうぞよろしくお願いいたします。
☆新しい会員も増えて、ファームにもニューフェース
が４ファミリー加わります。飯牟礼さんの後に加藤久
さん、三木さんの後に小泉さん御夫妻、岡庭さんの後
に後藤さん御夫妻、河村さんの後に三浦さんが移り、
その後には住吉さんご一家が入りました。子供たちの
お蔭で平均年齢もかなり若返りました。顔を合わせた
ら声をかけてあげて下さい。ファーム以外の新会員も
おられます。いろいろ教えてあげて下さい。
☆２月から新たにスタンプカードを導入しました。ご
家族１人毎に１枚お渡しします。従来通り出席表に記
名すると同時に、スタンプを押してください。
スタンプが８個押されたら里山の季節ごとの産物と交
換できます。公式活動の他事前の準備、マーク付け、
スポットの作業なども対象です。必ずご持参下さい。
☆予てから懸案であったファームの井戸を、２月に思
い切って掘削しました。途中で礫層に当たってあえな
く挫折しましたが、水脈には季節的な要因もあるとい
うことで現在様子見の状態です。確実に水を出すため
にはさらにお金をかける必要もありますし、公共の場
所なのであまり大がかりな場合は手続きも面倒です。
夏までに判断をする予定です。ご了承ください。

