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もう７年半になりました
三石　良一

　「倉沢里山を愛する
会」に入会して早７年
半（H21.9.8 入会）が
たちました。退職して
2年余り、多摩テック・
クアガーデンへ行くだ
けが日課の毎日でした
が、多摩テックが廃業
し、さあどうする！
　ーー世捨て人のよう
な生活になるところでしたが、おかげさまでアリスの丘
ファームⅡの畑をお借りすることができ、元気に日々を
過ごしています。
　１年間に 15～ 16回のボランティア活動に参加する
ことを楽しみにしております。作業の後に皆でいただく
料理は格別、おいしく別品です。
　里山では、ボランティアのほかに自然の恵みのおすそ
分けもいただけます。春にはサンショウの葉摘み、続い
て実を採ってそれぞれ佃煮にして楽しみます。次は、タ
ケノコ掘りです。なかなか大変ですが、煮物に、タケノ
コご飯にと変身します。毎年、舌つづみを打ちます。9
月になると、秋の味覚、栗拾いをします。これもまた、
栗ご飯に、栗おこわや渋皮煮にと美味しく楽しませてい
ただきます。続いて、柿の収穫をして、干し柿作り。こ
れも天候次第でなかなか難しいです。冬には、柚子を採っ
て、柚子胡椒や柚子みそにと、楽しみはいろいろとあり
数えきれません。
　しかし、なんといっても本命は、畑での野菜作りです。
「年年歳歳花相似たり歳歳年年人同じからず」といいます
が、同じように種まきをして、苗を植えて育てても、毎
年出来が違い、なかなか同じようにはいきません。今度
こそは、と思い挑戦してみますが、どうなりますか？　
野菜作りは奥が深いですね！

　場所がよかったのか？　悪かったのか？　駐車場から
上がってくると、私の担当している畑は、最初に目に入
るところでした。きれいにしておかないとどうしても目
立ちます。東谷さんをお手本に頑張っております。来年
同じように出来るかわかりませんが、畑に行き、皆さん
に会えるのをいつも楽しみにしております。何人かの方
が、会をやめらりたり、また亡くなられたりして、さび
しくなりましたが、新しい会員の方とも親しくして感謝
して頑張ります。

里山の
ここが好き！コレが魅力！リレーエッセイ

里山には音がある。
普段、生活の雑踏に包まれて聴こえない「音
たち」が自己主張を始める。
「さわさわさわ」「ツツツツツ」「サクサクサク」
其れは風の音、歩く音、呼吸する音、すべての
命の動く音が里山に溢れている。
僕が特に好きなのは、秋から冬にかけての里山。
１年間頑張った葉っぱたちが枯葉となって一面
覆い尽くし、ボランティアの僕らは其れらを掻
き集め、大きなシートに包んで、堆肥場に運ぶ。
待ち受ける男たちは膝を高く上げ、息を切らし
て踏みしめる。「サッサッサ」「ふうふうふぅ」
「ドサッ」「ザクザクザク！」里山と人間の不思
議な共同作業・・・楽しいぞ。    ( 小泉　正美 )
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＊会員のみなさんが里山に感じている魅力をリレ
ー形式で紹介していく新コーナーです。初回以降
は、次の方を指名する形で輪をつないでいきます。

次へ



　炭焼き小屋周辺に帽子を逆さまにしたような白い網を
設置して落ち葉の量や窒素移動について調査を行い、卒
論を仕上げました。以下がその要約です。皆様のご協力
なくして書き上げることは出来ませんでした。この場を
借りて心より
感謝申し上げ
ます。今後の
保全活動にさ
さやかながら
でも貢献でき
たら本望です。
ありがとうご
ざいました。
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を近隣市民のボランティアによって維持管理する仕
組みを構築した。今回の調査の結果は、この活動の
成果を十分に反映しているものであると考えられ
る。種数面積関係からは、倉沢地域の植生は保全上
重要とされる場所と同程度の多様性が維持されてい
ることが示唆された。なかでも比較的小規模な地域
と比較した結果、面積の割に高い多様性と質が維持
されていることが示唆された。また、窒素の移動に
ついての調査から、雑木林で生産された落ち葉の
1/6 程度が堆肥として利用されていることが明らか
となった。これらの結果から、適度に窒素を持ち出
す持続的な管理を行うことが植生の維持や向上に貢
献していると推察された。
　市の財政が緊迫していくなかで、まず緑地が確保
されてきたこと、さらに持続的な管理活動によって
多様性が維持されてきたことは、今後、都市の中の
里山景観を保全するうえで重要なことであると考え
られる。今後もこのような保全活動を行っていくた
めには、パートナーシップ協定という考え方を多方
面で活用していくことが、非常に有効であると考え
られる。

　「倉沢里山を愛する会」では、市民が日野市に働
きかけパートナーシップ協定を締結することで、相
続による転用に瀕した緑地を保全する取り組みを
行ってきた。また、雑木林から得られた落ち葉を堆
肥にすることで、農地へ持ち出すという取り組みが
なされている。本研究では、この倉沢地域において
行政と市民が連携して行った緑地保全の成果を示す
ため、土地利用の変遷および保全上重要とされる場
所との植生に関する種数面積関係についての調査を
行った。また、互いに離れた雑木林と農地を一体的
に管理している活動の特徴を示すため、リタート
ラップ（炭焼き小屋の周辺に設置していた網）を用
いた年間落葉量の調査と、落ち葉に由来する窒素の
移動についての調査を行った。
　土地利用の変遷からは、倉沢地域も都市近郊の丘
陵地の例に漏れず開発の圧力を受けている一方、雑
木林については細分化されながらも維持されてきた
ことが示唆された。樹林地は維持や相続の際の経済
的な負担が大きく、優先的に宅地へ転用されること
が多い。「倉沢里山を愛する会」はさまざまな手法
を組み合わせることによって面的に保全された緑地

日野市倉沢周辺における土地利用の変遷および里山管理の特徴

明治大学農学部農学科 大石 絵美

里山に関する卒論を仕上げて

△ 倉沢と都立公園、日野市重要自然地
    域の面積と、そこに生息する生物種
   の数の関係を示したグラフ
▽ 夏期に採取した内容物。これらを葉、
    枝、実などに分け計量

（卒業論文の概要）
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　宇都宮市郊外でブロイラー種卵を営む河内養鶏場に岡
田米雄さんが目をつけ、その規格外卵の共同購入を組織
しました（79号参照）。どうせなら “私たちの” 雛を飼っ
てもらい、その卵を食べたい、という欲が出てきました。
そうして、皆でお金を出し合い 500羽の雛を購入、委託
飼育という形で “消費” 者の枠からはみ出たのです。
　すると、種卵を納入していたブロイラー会社からクレー
ムがつきました。諦めるのか、新しい道を探るのか、別
の養鶏場を探すのか、“自分たちで” 鶏を飼うのか…。
思案投げ首の相談を続けていた時、岡田さんの紹介で実
習をしていた北大農学部大学院生３人が、飼育の担当を
申し出たのです。この幸運に、「消費者自給農場」へと議
論は一挙に収束しました（挿絵参照）。研究者の卵と消費

者との、ウソのような幸せな出会いでした。
　自分たちで鶏を飼い、作づけを考えて野菜を作り、首
都圏 20地区 300世帯を南北二つに分け、毎週自主配送
する「たまごの会」が、1974年に始まりました。スロー
ガンは「作り・運び・食べる」「夢を買うと卵がついてく
る」。鶏卵とそれを産み終えた廃鶏から始まった活動なの
に、食卓は様々な野菜で埋められていきました。
　タテマエだけだとしても “自分たちで” 作った野菜が毎
週届けられるのです。綿密に作づけ計画を立てたつもり
でも出来柄はお天気次第。予定の野菜が届けられないこ
とや、逆にうれしい豊作ともなれば、同じ野菜が台所に
あふれかえって悲鳴です。それをいかに食べつくすのか、
会員の工夫と努力は並大抵ではありませんでした。
　茄子は用途が広く、どんなに大量でも何とか料理でき
ます。大根は漬けたり干したり。胡瓜は生でボリボリ、
熟れすぎたのは冬瓜のように煮て。レタスは炒めると、
びっくりするほど大量に食べられる。献立を立てて食材
を手当てするのではなく、目の前の素材を見て献立を工
夫することになじんでいきました。
　そのような献立には、野菜を作った人とそれを食べる
人との “関係” が密で代えがたいことが前提です。自分で
作れば食べきるか捨てるかです。そのことは食事を作る
人とそれを食べる人との “関係” も問うことになります。
夫婦の “関係”、子供との “関係” が、ギクシャクしなが
ら変っていかざるを得ませんでした。
　キザな言い方をすれば、それは美味しいとか安全とか
を超えて、食物を摂取することが同時に「関係を食べる」
ことになっています。そんなことに気づいた私は、理系
人間なのに、関係主義者を自認するようになりました。

VOL .2

よ
し

爺
の暮らしか

ら

湯浅欽史（よしちか）さんは、長く農と関わってこ
られた経過を前々号に書かれています。今回は、そ
の２回目、「たまごの会」誕生のころのお話です。

幸運にも筑波山麓、旧八郷
町の松林を借りられ、会員
が協力して養鶏場を建設。
伐採した松の丸太で鶏舎を
つくり、2×4工法で住宅や
納屋も建てる。この絵を描
いた会員の松川八州雄さん
は映像作家（遺作が『熊野
古道』）、記録映画『不安な
質問』をみんなで制作。

“関係”が浮き彫りに
献立の

手順が逆に⇒

湯浅欽史



 - 1～ 3月の主な活動記録 - ☆☆☆☆☆　事 務 局 か ら　☆☆☆☆☆
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1/11( 水 )

1/21( 土 )

2/11( 土・祝 )

2/24(金 )

第１緑地・タラの丘の高木の伐倒・枝下ろし、
粗朶片づけ（日野市・緑と清流課と協働）（お
やつ・20名参加）
アリスの丘・キウイ剪定、第２緑地・タラの丘・
万蔵院台緑地落ち葉掃き（鮭の粕汁他・36
名参加）
　　万蔵院台緑地落ち葉掃き、タラの丘伐採
木片づけ、長久保緑地・梅、アリスの丘・ブ

(2/23雨のため順延)　万蔵院台緑地の落ち葉掃き、

4/15( 土 )

5/13( 土 )

5/23(火）
6/10( 土 )

6/21( 水 )

活動報告会、刈払い機の基礎講座、外来種の
除去作業等
緑地周縁部の住宅・生産緑地に接する場所の
草刈り、外来種・クズ除去作業他

万蔵院台・第１・長久保緑地下草刈り・粗朶
柵整備他
北緑地・第２緑地とその周辺の草刈り、長久
保緑地のクズ除去他

長久保緑地下草刈り、第1緑地道路沿い草刈り他

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

※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。

0 4～ 6月の主な活動予定 0

里山の植物誌（80） ヤマコウバシ     (クスノキ科 ）

☆新しい年度に入り活動開始から１８年目です。今年度
　も里山の緑地とファームの保全と維持・管理を楽しみ
　ながら、コミュニティも育てて行きましょう。よろし
　くお願いします。

☆アリスの丘ファームⅡの取り扱いが不透明なままでの
　新年度スタートです。事務局としては、継続して日野
　市と地権者に働きかけをしていますが、各区画の担当
　者には方向が見え次第すぐにお知らせをします。急な
　対応が必要となった場合にはご協力をお願いします。
　ファーム全体とその周辺も含め、従来通り、きれいな
　畑を維持することが、よりよい結果につながると信じ
　てして管理をしていきましょう。

☆ファームⅡの一部に設置してある牛糞・馬糞の堆肥置
　場も、いまのところ従来通りです。ご活用下さい。

☆ファームⅠのメイン通路の北側、ブルーベリー畑から
　下の道路までの排水用の溝が、すぐに埋まり草で覆わ
　れてしまいます。近くの区画の方は時々掘って大雨の
　際、畑に水が浸入するのを防ぐよう心がけて下さい。

☆今年も昨年同様、タケノコと栗林の管理についてはリー
　ダー制を採ります。４月上旬、メールにてタケノコリー
　ダーのご案内をしますのでご協力を。

になると枯葉は一挙に落葉、時期が違うだけで葉の交代
が明確に見られるのです。ヤマコウバシはモチギ、ヤマ
コショウ、ショウガノキとも言われる低木で、万蔵院台
緑地の多摩市寄りに４～５本と北緑地東にもあります。
　名前や別名の由来を知りたくて、２月にいろいろやっ
てみました。単葉で互生する葉を引っ張ると、ほかの枯
れ葉とは感触が異なり、葉柄の断面は緑色で生きている
葉だったのです。単に枯葉をつけているのではなく、一
気に新葉と開花に変える瞬間を確信できるまで芽を育て
る期間、次の世代に引き継ぐための枯葉色のドレスでの
装いだったのです。芽をかじると、かすかな香りや唇へ
の刺激が感じられました。また、晩春の葉や花、果実の
時期に試してみます。観察してとくに興味を持ったのは、
幹の下部にできる肌の模様。葉痕のようですが、どうい
う過程をへて形成されるのか、チャンスを逃さずに観て
いきたいと思いました。名札をつけておきますので、ヤ
マコウバシちゃんに会ってくださいね。　　（峰岸立枝）

　落葉樹と常緑樹の
混在する林でボラン
ティアする私たち。
晩秋から冬の活動は
クヌギ・コナラ・ク
リ・ムクノキなどの
落葉樹の落ち葉を掃
き集める作業が主に
なります。このように、ある時期、一挙に葉を落とすの
が落葉樹。これらに対し、カシ・サワラ・スギ・ヒノキ
など、新葉が出る時期や長期にわたり、役目を終えた古
い葉から１部ずつ落葉し、葉の交代が目立たないものが
常緑樹と区分されています。
　ヤマコウバシ（山香ばし）は落ち葉掃きの時期になっ
ても枯葉色の葉をたくさんつけたままなので、この木何
の木？常緑？でも変？と迷いますが、区分は落葉樹。紡
錘形で硬い赤褐色の芽にこれからの活動を譲る時期（春）

ルーベリー剪定（ポトフ風スープ・47名参加）

チェーンソーの基礎講座、伐採木の玉切り、シ
イタケほだ木作り、炭焼き広場の丸木椅子更新
（おやつ・27名参加）


