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NEWS LETTER

　7月にフィンランドへ行って来ました。目的は、オリエ
ンテーリング (OL) です。地図と磁石を持って山の中のポス
トを探す競技です。すべての年代で参加出来ます。子供た
ちから 80才以上まで男女別にクラス分けがしてあります。
私の60～ 65才のクラスでは、日により3kmから 5km走
り、地図の縮尺は7500分の 1です。20代のクラスのそれ
ぞれ半分になっていて、やさしくなっています。
　Fin5 の大会は、ヘルシンキから東へ 150km、ハミナで
開催されました。毎日 2,500 人が野山を走ります。日本か
らは 2名参加でした。一週間に休息日をいれて 5日間、走
りました。私のクラスは、30名、外国からはロシアから3
名と私です。フィンランド語でスタート時刻の呼び出しで
すが、日本人と分かると英語で呼んでくれました。森林の
中には伐採地、湿地、岩崖もありますが、ほぼ平らです。
迷いそうな時は、特に磁石の方向を信じて進みました。し
かし、地形の読み、野山を走る力のないことは明らかでした。
フィンランドの人にはかないません。５日間、最下位でした。
自分としては、楽しめましたが。
　大会終了後はヘルシンキに戻り、中心部から北へ 5 km
の森林を散歩。フィンランドでは、自然にブルーベリーが
茂っています。倉沢地区で栽培されているのとは違い、高
さは 20cmほどで下草のように地面をおおっています。誰
でも採れます。実の密度が少ないのでたくさん採るのは大
変です。

　この森の中、市民農園も 3ヵ所ありました。1区画は、
アリスの丘の倍くらいでしょうか。ズッキーニやネギなど
が栽培されています。きれいに草取りがされているところ
は少なく、雑な感じがしましたが広々としています。
　夏のフィンランドは、昼が長く、涼しいです。交通機関
も時間通り、治安もよいです。サウナは、どの宿泊施設に
もあり、石に水をかけて蒸気を発生させます。汗がサット
わき気持ちよいです。

フィンランド

スウェーデン

ノルウェー

フィンランドの自然 2016 夏
加藤　昭次

「倉沢里山を歩く会」に参加して
多摩友の会  
　子ども係　　荒木多美子

　私たち「多摩友の会」は、1930年
に創立された「全国友の会」の中にあり、
雑誌「婦人之友」の読者の集まりです。
全国の会員数は18,300人、多摩は約
300人です。毎年秋に講習会を開いて、家計簿のつけ方、育児そ
の他、家事家計全般について学び合っています。また夏には親子
で参加できる「自然に親しむ会」を開き、多摩川の河川敷でのト
ンボ観察、多摩森林科学園の見学などを実施してきました。
　今年の「自然に親しむ会」は7月18日に「倉沢里山」を訪れる
ことになり、大人15名、子ども4名が参加しました。当日の参加
者から、「何といっても、“緑のパワー” を再認識したひとときでした」
「雑木林の中を歩くと、毎日アスファルトに囲まれて暮らしている
日常が “異常” に思えてくるほど心地よかった」「あの暑い真夏日
でもクーラーなしでOK、大発見でした」「倉沢里山を愛する会の方々
は皆優しく、心豊かに生きている姿がとても素敵でした」などの感
想が寄せられました。ご案内くださった皆様、本当にありがとう
ございました。



畑作業とウォーキング
石黒　修
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　現役引退を機に「倉沢里山を愛する会」に入会して、早
４年目。「アリスの丘」での農作業はまだまだ年によって、
出来不出来があり試行錯誤が続いています。枝豆の栽培で
は、過去３年「見た目は立派だが中身は空っぽ」という状
態で上手くいかなかったのが、４年目の今年、初めての収
穫。どうせ駄目だろうと思い、少量の植え付けだったため
１.５㎏弱の収穫しか出来なかったのは残念でしたが、こ
れらを含め、先輩の方々に少しは追いつきつつあるのかと
思っています。
　現役時代は年間を通して快適な温度の部屋でのデスク
ワークで、通勤時間が唯一の運動 (？ ) という生活でした
ので、引退後は「アリスの丘」での畑作業、それとほぼ同
時に始めた 50年来の友人との月に一度程度のウォーキン
グ、自分で作ったとれ立ての無農薬野菜が身体によかった
のか、引退間近の５～６年は医者通いが多く、診察券を常
に４～５枚持ち歩いていたのが、現在は医者に行くのは健
康診断程度となっています。今後も私にとっては健康維持
の為にも、里山での作業はもちろん、畑とウォーキングは
身体の続く限り続けようと思っています。
　ただ、やり過ぎはよくないのか、今年度より従来の畑の
傍が空き、そこもお借りする事となりましたが、そこは隣
の畑への土崩れが少々あるとの事で長手方向の境界に鉄板

　初回の問診で、畑作業での鉄板埋め込み用に穴掘りを
行ったと答えたところ、医者には「年齢も考えずそんな事
をするなんて」と失礼にも大笑いされました。一度水を抜
いてもらい、その後も鈍痛が続くので２度ほど関節部への
痛み止め注射を打ってもらい、現在は大分よくなってきて
いますが、何事も適度が肝心と文字通り痛感しました。皆
さんも張り切り過ぎの無いよう、注意しましょう。
　最後にウォーキングですが、始めたのは多摩川の土手を
歩こうという友人の提案がきっかけでしたが、どうせ歩く
ならば多摩川を全てという事となり、小河内ダムから東京
湾の河口までを 1日 24～ 25ｋｍを目安に４～５日で踏
破しました。その後は、土砂降りの雨の中でも歩くツアー
を利用しての富士山麓を月 1回の 1年間で一周、その他
は単発で御岳山、高尾山、浅間尾根、奥多摩むかし道、玉
川上水 (拝島～国分寺 )、国分寺お鷹の道……等々を終わっ
た後のビールを楽しみに、大汗をかきながら、認知症予防
の為にも歩いて来た３年間でした。

アオハダ (モチノキ科）里山の植物誌（78）

　長枝の葉は互生、短枝では束生し、５～６月、直径４
ミリほどの緑白色の目立たない花を咲かせ、昆虫たちだ
けを集め、果実は最も目立つように樹冠の外側や上側の
短枝の先に葉が緑色のうちに赤熟します。これは鳥を引
き寄せるという工夫なのでしょうか。
　8月の草刈り作業前のマークつけの方が赤い実に気づ
き、その情報から改めてアオハダの花や果実に興味を持
ちました。ほぼ隔年に結実するそうで、果実を潰すと種
子が１つずつありました。落下後２年目に発芽するのだ
そうです。雄花と雌花の違いからアオハダは進化して雌
雄異株になったとの説もありました。
　涼しげな樹形と秋の黄葉などで洋風の庭のシンボルツ
リーとして人気が高いそうです。同属のモチノキと同様、
木の皮から鳥もち（幼年期兄たちが野鳥の捕獲に使った
が現在は禁止）にも使用出来るとあるので、かつては使
われたかもしれません。
　林の樹木のこの高木に関しては、木肌の色と葉しか観
ていなかったことに対し、謝りたい気持ちです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（峰岸立枝）

（棚板）の埋め込み
作業と畑全体の耕
し等、かなり力を
込め過ぎた為か、
肘に水が溜まり整
形外科に通う事と
なりました。

　万蔵院台緑地でアオ
ハダほど樹皮に引っ掻
き跡がついている木は
ないでしょう。外皮は
薄く簡単にはがれ、内
皮は緑色なので「アオ
ハダ」と説明された痕
跡で、木肌の色により
名づけられました。

　このアオハダと同じように、植物は全体の姿・形、
部分的な色・幹・葉・花・香り・材の質や用途他の様々
な特徴を見たヒトにより名づけられています。色では
青（緑～青）・赤・白が多く、黄・黒などもあります。
学名とは別の和名として区別され、その中には言語を
持つヒトからみれば差別的な名称もありますが、彼ら
は今の地球の存亡にかかわるような文化を持たず、せ
いぜい生存のために環境に適応し進化や退化した過程
を見せて生息しているにすぎず、区別されても差別意
識など皆無です。

.   .   .
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歴史＆植物に興味のある方、必見！

　有吉佐和子の『複合汚染』が出る直前の70年代はじめ、
首都圏や関西圏の消費者が北海道根釧地方の牛乳を共同
購入できたらよいのではないか、と岡田米雄さん（昭和
後期から平成の農村運動家）は考えました。そこで、ま
ずは牛乳よりも流通が容易な鶏卵の共同購入で、そのた
めの組織を作ろうとしました。
　一般に、イキモノは劣悪な環境でも個体維持はできま
すが、世代交代のメカニズムは脆弱です。だから食卵鶏
の飼育はケージに閉じ込めた工業的手法で効率化できて
も、孵化率や良い雛を得るための種卵鶏では、それなり
に自然な飼い方が求められます。そこに目をつけた岡田
さんは種卵の規格外卵の共同購入を呼びかけ、それに私
も参加したのでした。
　宇都宮市郊外でブロイラー種卵養鶏場を山岸会養鶏法
で営んでいた植松義市さんを私たち消費者が訪ね、夜、
酒を酌み交わしながら鶏の育て方をうかがいました。奥
に止り木を設けた平飼い鶏舎や独特の産卵箱の構造、藁
を厚く切り込んだ床材、工夫された餌箱の形状など、特
徴的なものです。植松さんの話は、常識として信じていた
近代栄養学をひっくり返す衝撃でした。
　とても単純なことです。草などを多くしてなるべく「粗
食」で育てると雛の腸は長くなって、餌の食い込みがよ
くなり、良い卵を産むから、孵化率が上がり、孵化した
雛も元気だ。人間の育児では、幼な子はひ弱だから、消
化の良い栄養価の高いものを与えるもの、と考えてきた
のに…。技術者として生きてきた37才の頭の中で、世界
がぐるっと回転した感覚を今でも想い出します。

　この衝撃は私のなかでずっと残って、健康観が変りま
した。なるべく「生きやすい」環境でパワーを発揮する
というイメージだったのが、どれだけ「生きにくい」環
境に適応していけるのかと。自身の健康管理も、検査数
値中心の分析的な近代医学の手法ではなく、身体総体の
状態に着目し、数値よりも身体の感じ方を重視するよう
な、いわば東洋医学的なものに移っていきました。

夜は並んで奥の止り木で眠る／右方の三角形の覆いは産卵箱／左手前に
細長い餌箱／１室100羽に雄鶏2羽／鶏種はボリスブラウン(雄は白色)
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INFORMATION

　新選組のふるさと歴史館で 11 月 20 日まで開催されてい
る特別展「今、よみがえる真慈悲寺」の展示品の１つに明
治中期の銅版画「武
蔵国南多摩郡百草村
百草園全図」の包み
紙 ( 同じく銅版画 )
があります。そこに
描かれた植物名の解
明に、峰岸立枝さん
と田村はる子さんが
ひと夏をかけて取り
組まれ、作品の説明
書きには「倉沢里山
を愛する会協力」と
記されています。と
ても美しい銅版画で
すので期間中にぜひ
ご覧ください。

    育雛から受けた衝撃

湯浅欽史

湯浅欽史（よしちか）さんは長く農とかかわって
来られた経過を前号に書かれています。その中
で得た日々の暮らしのヒントや健康法などを
折にふれお書きいただく不定期連載「よし爺
の暮らしから」がスタートします。乞うご期待！

「暮らしの実験室」山岸会式鶏舎の内部（9.7茨木泰貴撮影）



 - 7～ 9月の主な活動記録 - ☆☆☆☆☆　事 務 局 か ら　☆☆☆☆☆

0 10～ 12月の主な活動予定 0
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アリスの丘・ファームⅡについては昨年地主さんに相続が
発生し、まだその扱いが決まっていないため、現時点では
日野市の了解を得たうえで従来通り会員の皆様に管理して
頂いています。倉沢里山を愛する会として、以前から倉沢
と百草を一体の里山として保全する努力をしてきています
ので、その意味からも今回のファームⅡの問題は大きな意
味があるものです。気にかかっている方も多いかと思いま
すので以下のとおり中間報告いたします。

☆先日幹事会を経て、「倉沢里山を愛する会」として日野市
　長あてに要望書を提出し所管部課にも趣旨説明をしてきま
　した。その後本会の要請に基づいて「ひの緑のトラスト」
　からも同趣旨の要望書を市長あてに出してもらっています。
　心強い限りです。
☆要望書の要旨は、この相続財産であるファームⅡの土地と
　百草谷戸にある山林を、買収や寄付によって市有化し、
　ファームⅡについては従来からの「パートナーシップ協定」
　に組み込む形で倉沢里山を愛する会の管理としてほしいと
　いうものです。
☆市役所の内部的には、財政的な問題だけでなく農地制度や
　役所の組織等も含め、様々なハードルが高い中、緑地の所
　管部署である「緑と清流課」も真剣に努力してくれていま
　すし、地主さん側にも接触し色々な事情がある中で理解を
　頂いています。会として出来ることはやった今、期待して
　待つしかありません。結論が出るのも遠くはないと思いま
　すので、今暫くお待ちください。
☆要望書はホームページ（What’ s  New）に掲載しました
　のでご覧ください。

7/2( 土 )（6/22雨のため順延 )　北緑地全面機械刈り・ 
　　　　　手刈り、第1緑地粗朶柵整備、長久保緑地の
　　　　　クズ・外来種除去他（おやつ、ブルーベリー
　　　　　他）（34名参加）
7/10( 日 )（雨のため順延 )　万蔵院台緑地作業路・庚
　　　　　申塔周辺から南赤道、長久保緑地機械刈り、
　　　　　第1緑地北崖面手刈り他（冷や汁、ブルーベ
　　　　　リー他）（36名参加）
8/21(日 )（雨のため順延)　万蔵院台緑地と長久保緑地の
　　　　　栗林全面機械刈り、タラの丘住宅側手刈り・粗
　　　　　朶柵整備他（オープンサンド、ブルーベリー、　
　　　　　しそジュース他）（38名参加）
9/17( 土 ) 長久保緑地全面機械刈り・手刈りクズ除去、
　　　　　第1緑地道路沿い機械刈り（トマトスープ）
　　　　　（44名参加）
8/23～ 9月下旬まで毎日　万蔵院台・長久保緑地栗林
　　　　　のいが片づけ作業（延約150名参加）

持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、スタンプ帳、Ｍｙ食器
集合場所＆時間：各回とも炭焼き小屋広場に10:00

10/9( 日 ) 万蔵院台北崖面・第1緑地北崖面整備他
11/5( 土 ) 万蔵院台緑地・第２緑地草刈り他＋バザー
　　　　　（不用品に値札をつけ、当日持参）
11/23( 水・祝 )北緑地草刈り、ひなた緑地全面落枝
　　　　　片づけ他
12/10( 土 ) ひなた緑地全面機械刈り・竹林整備・長久
　　　　　保緑地落ち葉掃き他
※雨天時はそれぞれ翌日に順延
※緑地の状況により内容を変更する場合があります。

いが栗の片づけ

小学５年　吉原　大地

　今日ぼくは、里山活動のいが栗の片づけに参加しま

した。目的は栗をとることではなく、いがを片づけて

里山をきれいにすることです。でもぼくは副産物の栗

をとるのが楽しみでこの会に参加しました。それにカ

エルやトカゲなどいろいろな生き物や昆虫も好きなの

で参加しました。

　この日のリーダーは、ちょうど自分のおばあちゃん

でした。メンバーは 8人くらいでした。はじめに万蔵

院台を見たけれどあまりありませんでした。ですが、

アマガエルをつかまえられて楽しかったです。そのあ

とタラの丘ではトカゲを見ました。長久保緑地では入

り口で栗を 5個くらい見つけられました。草の中では

いがを見つけて開けてみたらいい栗があったのでよかっ

たです。

 仕分けたら利平栗と普通の栗が合わせて 1人 20 個く

らいしかなかったけれど、前

の日の人たちが捨てた穴の中

を見ていたら、腐って食べら

れない栗や虫食いの栗などと

一緒に食べられる栗も入って

いて、動物にかまれていて歯

形がついた栗とキツツキか何

かにつつかれたような栗と、

熟してきれつが入った栗が捨

てられていて、食べられる栗

は全部もらいました。栗が増

えてうれしかったです。

　ぼくが栗の料理で好きなベスト 3は、1位・栗の渋皮煮、2

位・栗ペースト、3位・栗アンパンです。栗ペーストはバニ

ラアイスと混ぜるととても高級な味になるのでおいしいです。

　毎年、栗拾いが楽しみなのでかかさず行っています。これ

からも栗拾いの活動に参加したいです。


