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住吉淳子・香音・奏音・勇音
私は畑を始めて様々な発見をしました。その一つが
オクラについてです。オクラは「茹でてから食べるも
の」だと思っていたので、とれたてなら生で食べられ
るのを知り驚きました。納豆に混ぜたり、カレーに入
れたり、味噌をつけて生で食べたり、ハムをまいた
り、と色々な料理を作り食べ方を楽しむことが出来ま
した。今年度も畑を通して色々なことを学びたいで
す。（４月で中３長女）
私は夏になすをいっぱいとりました。家に帰って何
かいい料理はないかな？と考えてなすのしゃぶしゃぶ
を作りました。美味しかったです。（小５次女）
一年間畑をやっていっぱい野菜を育てました。夏に
できた長なすで、なすに醤油をかけて焼いた料理を作
りとても美味しかったです。畑仕事をして失敗もある
けれど、次
にいかして
いきたいで
す。（小３
長男）
元々料理好
きの子供た
ち で す が、
下の子二人
は収穫した
次女の奏音ちゃんはこの日、合唱団の練習でした 野 菜 を、今
日はどちらが料理するかでケンカをしていたり、間引
きしたほうれん草がやわらかくて美味しいのに気づい
た子供たちはタッパに醤油を入れて畑に持っていき水
洗いしたほうれん草を醤油につけてバクバク食べてい
るのをみて、たくましさを感じました。
畑で収穫した野菜でいろんな料理を作りました。ほ
うれん草や小松菜が沢山とれた時はカップケーキやパ
ンにしておやつやデザートに食べました。
大根の葉を使ってパンを作ったときは失敗しました
が・・・・・
きっとスーパーで買うだけなら沢山買わないので、
いろんな料理を作ってみようと思わなかったと思うの
で、親子共々とてもいい体験になっています。

野菜を沢山食べてくれる子供達ですが、夕飯に畑の
食材を入れると今日は何が入ってるとか、これは買っ
たのより甘くて美味しいねとか話しながら、さらにモ
リモリ食べています。
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タマノカンアオイ（ウマノスズクサ科）
環境省指定の絶滅危惧種
で、会と しても最 も保護し
て い る 部 類 に 入 り ま す。
1931年牧野富太郎博士が多
摩丘陵で発見して命名され
ま した。学名の一 部にある
as arum tamaense は 発 見 し
た場所を表します。
この植物は標高100ｍほどの多摩丘陵の西部から西
では高尾山、東では横浜市緑区と限られた地域にだけ
自生がみられる、地域特産種なのです。漢字表記では
「多摩の寒葵」。多摩地域に生えている常緑の多年草
で寒い季節にも見られる葵の葉の「アオイ」です。
葵と言えば黄門さま、徳川の三つ葉紋、本多氏の立
葵、賀茂神社の神紋と葵祭りなどが連想されます。
こ れ 等 の 紋 章 は 立 葵（ホ リ ー ホ ッ ク）で は な く、
（同科のフタバアオイ）を図案化したそうです。寄り
道も無駄じゃない。平安・戦国・江戸時代は未発見、
未認定であり、牧野博士により発見されるまで、多摩
の地でひっそりと植物の歴史の表舞台には登場しな
かったのです。
多摩丘陵の七生丘陵のこの自生地は、上総層群ある
いは三浦層群と呼ばれる新生代第三紀末から第四紀洪
積世に形成された地層からなるこの丘陵に限られ、い
わば生きている化石、進化の生き証人ともいえます。
しかも異常ともいえるほど分布拡大の速度が遅い。花
は地中に埋もれているような根元に咲き、自・他家受
粉しても花柄は伸びず重力で落下するので、地表変動
の影響により種子による繁殖は大きく左右されます。
様々な研究がなされているようですが蟻による移動
での繁殖は見られない。むしろ生息地の温度差・照
度、地表変動、土壌の含水率が繁殖を左右するようで
す。私たちは知らずのうちに適当な管理をしていたの
かもしれません。長久保緑地の西側にも群落が出来て
います。４月には開花が見られます。
(峰岸立枝)

椎塚かがり
社会に出てから都会のど真ん中で長らく一人暮らし
をしていた私は、これまで里山とは無縁の生活でし
た。地球温暖化がクローズアップされ、環境問題や自
然 保 全 活 動 へ の 関 心 が 高 ま る 中 で も「里 山 っ て な
に？」そんなところから私はスタートしました。とり
あえず小難しく考えずに、自分が好きなもの、好きな
ことから、まずは一歩を踏み出そうと思います。
都会の喧騒を離れ、ここ日野市に暮らし始めて１６
年、高台にある家のベランダからの見晴らしは四季
折々を感じることができます。朝は野鳥たちのさえず
りで目ざめ、木々を渡る風の音や雨に濡れる土の匂い
はとても心地良く、これからもずーっと、この景色を
眺めて暮らしたいと願っています。
会の活動に参加してみて、こんな身近にもまだ豊か
な自然があることに驚きでした。その里山を残すた
め、守るために地道な活動をしている会の存在を知
り、「ありがとう」と感謝の気持ちです。
眺めているだけでは何も始まらない、行動し、共に
関わり継続することが大事だと強く感じた時間でし
た。
子どもの頃から花や鳥や動物をこよなく愛する私に
は、倉沢はまさに理想の地で、マンションの庭にアナ
グマの親子が遊んでいたり、大きなカブトムシが部屋
に飛び込んで来たりなんて、そうそう東京で体験でき
ませんから(笑)
道端の野草に足を止め、花や野鳥を図鑑で調べるこ
とも多くなりました。ライフスタイルの変化に伴って
身近な里山は失われつつあり、実家が在る埼玉でも記
憶の中のかつての田んぼや小川は、宅地造成され今や
風景は変貌してしまいました。そこに咲き乱れていた

棚橋 五郎
わが畑の隣に以前、唐木澤さん
という方が菜園をやられていまし
た。物静かな方で、私とはそんな
に年は離れていないが、我が母上
のような暖かい方でありました。
いつもお決まりの、つばの長い
茶色の虫よけネットが付いている
帽子をかぶり、ややうつむき加減
に鼻歌を歌いながら小さな手引き
車を左手でひき、ご挨拶をされて
お決まりの場所に手引き車を置きご自分の畑に行くこ
とが日課でした。
よく畑の話をしました。ある時は、間引きが遅れた
私の畑に来て、早く間引かないと共倒れですよ。わか
らないときは、エイや～と思い切り間引きなさい、と

草花や、野生動物たちが棲みかを追われることはとて
も悲しいことです。都市部に残る数少ない生息地や生
育環境を守ることは、命の大切さや自然の大切さを未
来をたくす子ども達に伝えることにも繋がり、学べる
貴重な場だと感じています。
自然との共生である里山は海外からも注目を浴びて
いますが、東日本大震災から５年、津波に原発事故と
二重の被害に見舞われた福島の荒廃してゆく里山の様
には本当に心が痛むばかりです。
一度、壊れてしまった生態系が元の姿を取り戻すに
は、どれだけの長い歳月がかかるのだろうと、そこに
暮らす人達の生活と共に日本の文化でもある里山の美
しい原風景は守られてきたのだということを改めて考
えさせられます。幅広い世代が賛同しての会の活動は
地元交流の場でもあり、普段、インドア派の私にはと
ても新鮮でした。参加当初は会員の皆さんのパワフル
さに圧倒され、慣れない作業も相まって日頃の運動不
足がたたり筋肉痛で撃沈。
欲張ってファームも借り
ましたが、畑仕事も初挑
戦で早くも大先輩の皆さ
んからはアドバイス頂い
たり、獲れたてのお野菜
を頂いたり、ますます楽
しみが増えました。「さ
て、どんな野菜をつくろ
う か」ひと り、妄 想 して
はワクワクです。人見知
りで引きこもりで・・・
石橋を叩き壊して渡れな
くなるような面倒な性分に、どうなることやらと不安
もありましたが、実際に活動で汗を流したら、心配な
ど吹き飛び自分の内の別の一面を発見したよう
な・・・今は、そんな気持ちです。

教えてくれました。またあるときは子供の頃の話をし
てくれました。八つ頭の茎（ずいき）は、干して年の
暮れに水で戻し、正月の雑煮に母が入れてくれた思い
出を語り、とても甘くておいしい思い出があります。
それ以来、私は八つ頭の栽培は毎年行い、茎を唐木澤
さんの畑の、雨に濡れないところに置くのが恒例とな
りました、作物では玉ねぎ、キャベツは特に大きく出
来、お上手ですねと褒められました。
よく教わったのは、作物の苗の植え時、種の播き時
をよく知っていて、お世話になりました。
逆に私が教えてあげたことは、来年植える里芋の種
イモの保存法でした。
今は娘さんが引き継いで畑を耕作していますが、ど
ことなく、畝の作り方、マルチのかけ方が母上に似て
います。
どうやら畑は、その主の性格がもろに出るようで
す。改めて我が畑を見直しました。
血液ＡＢ型、おとめ座の棚橋でした 。

三浦紀三雄
２年前に脳腫瘍が見つかり、悩んだ末手術をして、
もうすぐ１年になります。入院中自分では回復が早い
なと思っていましたが、現実はなかなかそうもいか
ず、２ヶ月以上もろくな歩行も出来ず、やっと畑に出
て来れたのは７月からでした。
昨年は猛暑の到来が早く、炎暑の中覆われてしまっ
た雑草の始末からの作業でした。自然の回復力は日本
が世界で一番という話を聞いたことがありましたが、
僅かの期間で雑草に覆い尽くされてしまう様を見て納
得してしまいました。
一日の作業時間は限られたものでしたが、その後は
第一緑地から第二緑地、タラの丘を通って炭焼き小屋
そして万蔵院でＵターンして駐車場への散策が日課と
なりました。９月までは杖を手放すことができず、何
かと不自由な散策でした。一人だけですから毎日上を
見たり地べたを見たり、気ままなものです。木や草の
緑の中に飛び込むと、頭のことなどすっかり忘れさせ
てくれるんです。
特にパワースポットが二か所あります。一つは第一
緑地の杉木立の中です。深呼吸で緑を思いっきり吸い
込みます。ここは行き止まりですから引き返して第二
緑地から炭焼き小屋へ。途中タラの丘を通ります。以
前はかなり木があったのですが、タラの木は消滅し紫
色鮮やかなトリカブトも近頃見られなくなってしまい
ました。この会に参加してもう１０年以上経ちました
が、いろいろ変化がありますね。タラの丘はタダの丘
になってしまったと感じています。炭焼き小屋から万
蔵院台緑地へ。ここが第二のパワースポットです。第
一緑地と違って車の音などほとんど聞こえなくなりま
す。目の前にはよその畑が広がっていますが、そんな
ことは関係なく静かに景色を楽しむことができます。
周囲は緑一色です。この緑にどれほど癒されている
ことか。病気だけではありませんが、歳と共に体力も
衰えてしまい、会への貢献度も低くなってしまいまし
た。畑も気が向いたときだけといった感じになってき
ました。それでも私にでもできることがあればと活動
に参加しています。近頃作業より食べる方に気持ちが
向いてきたかもしれません。活動日の昼が楽しみでな
りません。皆さんが集まる炭焼き小屋も月に一度、第
三のパワースポットですね。
本格的な新緑までにはもう少し時間がかかります
が、緑に覆われる日が待ちきれなくなってきました。

秋元 征江
群馬から横浜市そして日
野市へと転居。二人の娘も
巣立ち、元の二人の生活に
なりました。その間、市民
農園の楽しみを味わいなが
ら、畑との付き合いも少し
ずつやって参りました。昨
年の夏の終りのころ偶然お
会いした会員の斎藤さんに
倉沢の里山、アリスの丘のことを教えて頂き、ご自身
の畑を見せて下さいました。後日事務局を尋ねこの会
に入れるようになり感謝しています。ここの畑や森の
ことは、りんご狩りやブルーベリーの季節に何回も参
りましたので見知っていましたが、ここに参加する方
法は不明でした。楽しそうに仕事している皆さんのこ
とは「うらやましいなー」とずーっと思っていまし
た。田村さんがこの会の趣旨や、ここでのびのびと育
てられたことを教えて下さいました。この森に残され
ている自然が大切なもので、多摩地方を代表するもの
でもあると考える人々によるボランティアで、スポー
ツでもやるようにきびきびと体を動かしている、その
心意気に感動を覚えました。休憩している時、どなた
か「冬なのに汗をかけるっていいなー」と言いまし
た。本当に皆笑顔でした。
森の樹木の管理の仕方、葉の利用等始めて知ること
が多いですね。室内でゲームをやっている孫（小学生
１０才）にも是非にと参加を呼び掛けたいと考えてい
ます。(サッカーやテニスと同じ森の自然も)
２月後半に畑の空きがあり、耕作地が決まりまし
た。じゃが芋から始めたらどうですか、と始まりで
す。とても良い場所です。畑を起し草を取り成長を楽
しみ収穫する。シンプルだけどこの繰り返し、昔の農
の型を目指し野菜作りからと、心が弾みます。畑の先
輩の方から苺の苗を頂き、長ネギを植え、夏野菜ま
で、畑の図面を描き、楽しみが広がっています。また
ニンニク、ラッキョウ、大豆と植え付けの簡単なもの
から保存の可能な物まで、自分で作り循環していきた
く思っている所です。田舎に暮らす姉（私より１８歳
年長）を見習い私も約３０年味噌を作っています。今
年も３月６日に仕込みが終わりました。約１０か月後
が楽しみです。これは我が家の減塩生活の原点です。
１坪強の庭ではスナックエンドウとサラダ菜(ミック
ス)が大きくなってきました。スナックエンドウに朝
白い花が見えてきました。２年間隔で作り沢山収穫
し、とても楽しみにしています。こんな小さな場所で
も食事のあしらいや薬味に使えるようなものが出来る
かと思うと土の有り難さを感じます。油菜科のものに
野鳥も来て、ネットの中まで入って食しています。
「鳥も仲間だ」と主人は『許す』と良く言っていま
す。私が面倒みているのにと、こんな老夫婦です。主
人に畑を起してもらい、植え付けをするのを待ってい
ます。仲間に入れて頂き、楽しみが増えています。こ
れからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

１～３月の主な活動記録
小川 正大
私が初めてこの会の活動に参加させていただいたの
は高校２年生の時です。森林ボランティアとして何か
作業をしてみたいと思い、インターネットで探してい
たところ、倉沢里山を愛する会のホームページを見つ
けたのがきっかけです。その時は下草刈りを行ったの
ですが、初めての林内作業は中々大変でしたが、作業
後の雑草がない林内を見るとやりがいを感じたのを覚
えています。高校生だった頃は１回のみの参加でした
が、こうして再び活動に参加することができ、嬉しく
思っています。
私がこの度、参加させてい
ただいたのは森林内での作
業をしたいからという理由
だけではなく、大学の卒業
論文の対象地としてここを
使わせていただきたいと考
えたためです。
卒業論文では、森林ボラン
ティアを扱いたいと考えて
い ま す。内 容 は、里 山 を 管
理している森林ボランティ
アの活動が里山の自然環境
とその地域社会に対してどのような影響を及ぼしてい
るのかを調査、研究することです。
数多くある森林ボランティアからこの会を選んだの
は、運営体制と活動内容に興味を持ったからです。こ
の会が外からの援助は受けず会員の方々のみの資金で
独自に管理運営している珍しい事例である点と、里山
の景観保全を目的としている点に魅かれ、ぜひここで
調査、研究をしてみたいと思いました。
調査手法は会員の方々への聞き取り、アンケート調
査が主になると思います。聞き取りやアンケートをお
願いすることがあればご迷惑かと思いますが、ご協力
いただければ幸いです。
先日、会の方々がどのように活動しているかを実際
に見てみたいと思い、定例活動に参加させていただき
ました。その時は落ち葉かきをしたのですが、その無
駄のない一連の作業に驚きました。集めた落ち葉を１
箇所に集め、腐らせて畑に利用するといった循環シス
テムが確立されていて、自然環境を大切にしていると
感じました。そして、落ち葉をかき集めている人達が
全員生き生きと作業している姿に感銘を受けました。
倉沢里山を愛する会は活気あるボランティアであり、
里山の景観保全を強く意識していると思いました。
卒業論文では、倉沢里山を愛する会の活動をしっか
りとまとめ、魅力を多くの人に伝えられるよう、しっ
かり調査、研究しようと思います。
これからも会の活動に参加させていただくことにな
ると思います。ご迷惑をおかけすることになるかもし
れませんが、よろしくお願いいたします。
（東京農業大学地域環境科学部４年）

1/14(木) 第２緑地・タラの丘の高木の伐倒、粗朶片
づけ（日野市緑と清流課と協働）（おやつ）
（AM/PM 41名参加）
1/23(土)

（積雪のため中止）

2/11(木・祝) 伐採木の片づけ、各緑地落ち葉掃き、
樹木剪定、堆肥床新設他（お汁粉）（48名参
加）
2/25(木) 各緑地と周辺の落ち葉掃き、アリスの丘の
梅の剪定他（おやつ）（29名参加）
3/20(日) 長久保緑地堆肥床整備、伐採木の粗朶片づ
け、アリスの丘ブルーベリーネット掛け、シ
イタケ植菌、燻製（熱燻・温燻）講座（各種
燻製）（59名参加）

４～６月の主な活動予定
各回の持物：バンダナ、手袋、スタンプ帳、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16日(土) 活動報告会、刈り払い機基礎講座・本場の
水餃子教室(あれば小まな板、麺棒)
5月14日(土) 住宅側・畑の周囲機械刈り、各緑地で外来
種とクズ駆除、他
5月25日(水) 長久保緑地下草刈り、第１緑地崖面草刈
り他
6月11日(土) 万蔵院台、第１、長久保緑地下草刈り、万
蔵院台道路沿い法面整備（カザグルマ移植
等）他
6月22日(水) 北緑地、第２緑地周辺草刈り、各緑地苗木
植樹、他

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆春本番、新しい年度に入りました。引き続きどうぞ
よろしくお願いします。
☆今年度も既に新しい会員が入会してくれています。
新しい会員にはぜひ積極的に声をかけてあげて下さ
い。みな様のお友達で里山の保全・維持・管理に関心
がある方にも声をかけていただけると嬉しいです。
☆長い間峰岸立枝さんに書いて頂いている「里山の植
物誌」ですが、他の会員の方にも書いて頂ければと考
えています。植物に限らず、鳥、虫、動物その他「里
山のいきもの誌」あるいはもっと広げて、空気でも風
でも土や石でも・・風物誌でもよいかもしれません。
皆様からの投稿やリクエストをお待ちしています。
☆気にかかっている方も多いと思いますが、昨年の夏
アリスの丘ファームⅡ（民有地）の地主さんに相続が
起き、この土地が本会のファームとして継続できるか
どうか、全く不透明な状況が続いています。最新の情
報からは本会の市民農園としての継続が難しそうな雰
囲気も感じられます。現在区画の管理をお願いしてい
る方には場所の移動等のご相談をせざるを得ない可能
性も出てきました。事務局としては倉沢・百草の環境
を守る立場からも、日野市とも連携しながらできる限
りの対応をしていくつもりですので、会員の皆様のご
理解・ご支援のほど、よろしくお願いします。

