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は じめ ま し て
北本 よね子

私の家の近くに「はらい川」という小さな川が流れてお
ります。川幅がすごいとか、透明度がすごいとかいったも

三重県に住んでおり

のではありません。10km ほど行けば「宮川」という日本

ます北本と申します。

でも有数のすばらしい川があります。でも近くの川には自

「はじめまして」と

然がそのまま残っており、そして私の目と心をなごませて

申しましても、「倉沢
里山を愛する会」には
新井さん ( 右 ) と共に活動に参加して
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学生時代の大切な友人

くれます。里山に通じるものがあるかもしれません。
また参加できる日を、皆さまといっしょに作業し、おい
しいごちそうを頂ける日を楽しみにしております。

である新井さんからの

ご紹介で数年前に入会させて頂きました。送られてくる
会報を読んだり、新井さんから活動のお話を聞かせても
らったりしていましたが、活動の日に皆さまにお目にか
かるのは初めてなので「はじめまして」と申し上げた次
第です。以前、栗のいがを片づける活動に参加させて頂
きましたが、皆さまおそろいの日ではありませんでした
ので。改めまして、よろしくお願いいたします。
参加したのが、ちょうど新年度最初の活動日でしたの
で、報告会もあり、会のことをより理解できた気がいた
します。
その日は、外来種除去の作業に加わりました。外来生
物の生態系への影響は、雑誌とかテレビで知らされてい
ます。「これがそうよ」と教わり１本１本ひっこ抜きま
した。そんなに目立たない場所でも、よく見るといっぱ
いあるんです。夢中になりました。このような作業を根
気よく続けることで生態系は守られているんですね。
そして作業後に頂いたカレースープのおいしかったこ
と。レシピをお聞きしようかと思いましたが、これは「作
る場所・量・材料」、そして作り手の「気持ちと技」、あ
とは食べる時に目に映る「緑の鮮やかさ」。どれをとっ
ても家に持ち帰ることのできないレシピです。その場で
しか味わえない「ごちそう」です。本当にごちそうさま
でした。
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アリスの丘で楽しませて頂きました。
・・・・その頃、私は隣の秋田犬（コマチ）を

連れて、毎日のようにアリスの丘へ散歩に行っ
ておりました。ゴールデンレトリバーのアリス
ちゃんでしょうか、私たちが行くと、西と東の
大木に綱を張られ、カランコロン、カランコロ
ンと音をさせながら得意げに遊ぶ様子を眺める
のが、日課のひとつでした。

秋田犬のコマチは大変羨ましそうでした。

・・・・そしてアリスちゃんがいなくなり、私
がアリスの丘をお借りすることが出来たこと
は、幸せな巡り合わせでした。

それから現在まで、人生の大変なことが色々

ありましたが、そのたびにアリスの丘で癒され、
復活させてもらうことがきました。

“アリスの丘”、いつまでも今のままで維持でき
ますよう祈っています。

( 斉藤

とよ）

アリスの丘・風の丘ファーム
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小川正大さんが、初めて里山のボランティア活動に
参加したのは高校 2 年生の時でした。まだあどけなかっ
た小川さんが立派に成長され、活動に再び参加。とい
うのも大学の卒論テーマで
「森林ボランティア」を扱う
上で、「倉沢里山を
アンケートに
愛する会」の運
ご協力
営体制や活動内
ありがとう
容などを珍しい
ございました。
事例、と興味を持ち
調査・研究の対象に選んだ
からでした（本誌 77 号参
照）。その後、会員の皆さん
へのアンケート調査などを
行い、研究結果を卒業論文としてまとめ、春からは新
社会人としてスタートをきっています。その卒論概要
をお寄せくださいましたので、ここにご紹介します。
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参加した理由」では「里山の保全」に「強くそう思う」
と挙げた会員がともに多かった。

市民による里山管理（卒業論文の概要）
倉沢里山を愛する会を事例として
東京農業大学

はじめに

地域環境科学部

森林総合科学科

小川

正大

ここ 10 年間の世論調査から「社会のために

役に立ちたい」と思っている人の割合は増加しているもの
の、そう思っている人の中で「自然・環境保護に関する活
動」で役に立ちたいと思う人の割合は減少傾向にある。そ
んな中、里山の維持管理の新たな担い手として市民団体の
活動が注目されているが、その市民団体もまた、参加者の
不足、モチベーションの維持、作業の質等の問題を抱えて

考

会員は「里山を保全する」という意識を持っ

察

て参加し、活動に対して不満は持っていなかった。市民団
体が存続していくためには、組織運営の様々な役割を会員
が分担をしていく必要がある。また、今後の活動維持には
新規会員の継続的な加入が欠かせない。

いる。そこで実際に里山を管理する市民団体を事例にとり、
組織を運営していく上での問題点を見つけ、今後の展望を
考察する。
事務局への聞き取りとボランティア参加者へ

調査結果

組織は会長、事務局と数名の幹事によって運

のアンケート調査を実施した。

倉沢
周辺の
鳥たち
〜夏
春夏

営されており、里山の継続管理には、会員数と作業の質の
維持がともに課題であることがわかった。
参加者の大半が 60 歳以上の日野市民であり、
「定例活
動への参加」については、ほとんどの人が「毎回」と「年
数回」と答えている。また、新規の会員が継続的に加入し
ていることもわかった。「参加したくない活動」を具体的
に挙げた会員は少なく「作業開始時刻」や「作業時間」に
ついては「ちょうどよい」と感じている会員が大半だった。
「入会理由」
「現在も続ける理由」では「里山の保全」
「畑
仕事」「自然に触れたい」（グラフ参照）に、「定例活動に

アオゲラ
写真と文

杉本研士

私は山国で育ちました。少年のころ、ヤギのために草刈

りをして籠がいっぱいになると、古いダムのほとりに腰を
下ろして「あの山の向こうには何があるのだろう」と想う
のがいつものことでした。テレビもケータイも無い時代に
育つことができたのは、本当に幸いだったと思います。

↘

調査方法

日野市倉沢の周辺は、グーグル
マップなどで空から見てみても、
さして大きな森や林に囲まれては
いません。けれど、バードウォッ
チング初心者の私でも、ほんの思
いつきからのわずかな間に、20
種類を超す野鳥の写真を撮ること
ができました。ヒトとトリとが里
山を楽しみ合っているといった感
じです。何回かにわたって、かわ
いらしい仲間たちを紹介します。
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重力が働いているので、立った姿勢のほうが力を抜

ら
か

よし

アリスの丘・風の丘ファーム

くことの難しさがわかりやすいかもしれません。両手
を左右に伸ばし、力を抜いて肘から先をダランと垂れ
下げてみて下さい。どうしても肘の関節に力が残って
いてダランとはならないのです。ところが野口さんが

VOL.3
好評連載 3 回目は農にかかわって変化したこ
との１つでもある健康法についてのお話です。
みちぞう

野口体操・
千三 『
き
野口三
おもさに貞く』に学ぶ

やると、肘の関節が外れてしまったピノキオみたいに、
ダラン・ブラブラ、になるのです。これを見たときの「同

じ体なのに・・」との驚きは、今も鮮明に思い出します。
三点倒立（両掌を後頭部にあてた逆立ち）は、壁に

向かって静かに両足を蹴りあげて壁に踵をつければ、
初心者でも容易です。身体の各部分がヨコにずれずに
タテにうまく繋がっていれば、全身の力を抜いて逆立

湯浅欽史
典型的な理系人間だったのに、粗食でヒヨコの腸を

鍛える「山岸会養鶏法」に出合って、イキモノ観が転
倒してしまったことを本誌 79 号に書きました。そこ

から消費者自給農場が始まったのと並行して、自身の

健康管理もぐるっと回転して、分析的な計測数値によっ
てではなく、身体の感じとり方をさぐるようなやり方
に関心が向かっていきました。そのとき影響を受けた

のが「野口体操」でした。70 年代、高田馬場近くの会
場に１年半ほど通い詰めて、毎週レッスンに参加した
のでした。

私にとって野口体操への入り口は、「力を抜く」こと

の難しさでした。たとえば仰向けでも腹ばいでも、床
に “ベターッ” と貼りつくように力を抜くことは容易

ではありません。力を抜いたつもりでも、どうしても、
輪郭を保って体が床から浮いているのです。水を入れ
たポリ袋のようにはいきません。そして力が抜けてい
るとき、次の動作が最も俊敏で繊細で激しく力強い動

ちの姿勢が保てます。内臓下垂の私には、とても気分
のよい姿勢で、重力の助けを借りて、ダランと力が抜
けているのを知覚することができます。

五感のほかに内感とでも呼ぶべき感覚があることも

知りました。筋肉や内臓の今の “在り方” をじっと感

じ取ること、意識を向けて集中すること。余分なお菓
子を食べようか迷うとき、私は冗談に「胃に電話して

聞いてみるよ…」と言ったり
します。その後ある契機で

１週間の断食をやってみて、
ぐったりと心地よく身体がゆ
るんだ空腹感や、味覚・嗅覚

の繊細さにびっくりしたり、
と自分の身体をセンサーに、
イキモノ世界を探ることに興
味を持ったのでした。

導者として野口三千三が評価を得たのは、「宜ナルカナ」
だと得心しました。

▲ 野口三千三（のぐちみちぞう 1914〜1998 元東京
芸術大学教授）の著書。野口体操（いわゆる野口整体とは
別なもの）の創始者で、このほかに『野口体操・からだに
貞く』
『原書生命体としての人間』など著書多数。

初夏、うっそうと枝がたれ下がった対岸から、ウグイス

ている栗林の奥から、少年のころになじんだことのある

きった音色にその後、出合ったことはありません )、それ

込んでみると、栗林の真ん中に「キリ」と思われる一本

きになるのです。楽器、演劇、そして体育系の身体指
むべ

のさえずりが鏡のような水面を渡って来て ( あれほど澄み
に「コココココ…」と響くキツツキのドラミングが重なる
ことがありました。
そして何年

も経てこの春

の終わり、
「ア
リスの丘

ファーム百草
分園」とでも
いうべき区画
の一つにいる
と、隣に続い

キツツキのドラミングが聞こえてきました。そっと踏み
の巨木が枯れたままそびえていましたから、さてこそと

仰いで目を凝らしてみましたが、動くものはありません。
くびすを返そうとしたとき、なんと、太い幹のほとんど
目の高さのあたりに、見事なアオゲラが取りついている
のに気がつきました。これが写真です。

全長 30 ㎝に近く、全体に緑色が強く印象されます。昔は

緑色のことを「アオ」といい、キツツキのことを「ケラ」
といったのが、
「アオゲラ」という名前の由来のようです。
日本の固有種です。日本の国鳥が「キジ」と決められて
いる大きな理由は日本固有種ということだそうですが、
私としては「アオゲラ」に変えてほしいところです。

アリスの丘・風の丘ファーム
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里山の植物誌 （番外編）
春に身体の不調を感じ、発熱で体の動きがままならな

いときに頭に浮んできたテーマなので、私感が多くなる
ことをご容赦ください。

4 月下旬の寒〜い日、「畑にも行かず、運動をしない

から体がブルブル震えるのだ」と思い、アリスの丘ファー
ムへ出かけてみると隣畑の三浦さんがおられた。体調が
すぐれないので、思わず「やせていると寒さがよけい身
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食べられる野草
り葉が見え始めたころに掘り返して白い部分を食べるの
だが、その日に採った葉が私に、「食べてみたら」との

思いを抱かせた。茹でて和え物にしてみると、ああ、ほ
のかに甘いその味といったら。それが「おいしい」と思
えた最後の食事となり、その日を境に「老いた病人」の
私は食欲なしの日が続いた…。

歴史上、地震・火山噴火・異常気象などで飢饉に陥っ

に応えるよねー」なんて同意を求めたりした（実は 39

たときの記録が数多く残っている。穀物や栽培野菜まで

ゾウが、隣りの畑に

野に食物を求めたのではないだろうか。まぁ、そこまで

度も熱があった）。ーーその日、境界に植えたヤブカン
侵略しているので根

深く考えなくても、食べられる植物は有毒のものよりは

元に近いところから

るかに多いのだから、ヨモギやツクシ、セリなどといっ

切り採った。すると

たよく知られているもの以外の野草を知ることも大切だ

葉の白い部分が 15cm

とつくづく思ってしまう。でも、せっかく「食べられる

近く大量に採れた。

野草」を知ったとしても、3.11 後のような原発事故が

カンゾウは花を食べ

再びあったら、「食べられる野草だって、食べられなく

る目的もあって植え
た野草だ。本来、早
春に爪先のような尖

-

もが不足して飢餓死する前には、ギリギリのところで山

なってしまう。自然にあるものを安心して食べられる環
花や若葉が食べられるヤブカンゾウ

4 〜 6 月の主な活動記録

-

4/15( 土 ) 活動報告会、刈払い機の基礎講座、外来種の
除去作業、丸木椅子運搬設置等（カレースー
プ・56名参加）

5/14( 日 ) （5/13雨のため順延）万蔵院台緑地の南赤道
炭焼き広場・長久保緑地機械刈り、外来種の

除去作業（ミネストローネ・27名参加）
5/23( 火) 万蔵院台緑地及び道路沿い〜タラの丘機械刈り・
粗朶柵整備、アリスの丘・ブリーベリー畑草
取り（おやつ・25名参加）

6/10( 土 ) 長久保緑地機械刈り、第１・万蔵院台緑地崖面、
植物保護区内整備（とん汁・42名参加）

6/22( 木 ）（6/21雨のため順延）北緑地・長久保緑地機械
刈り・手刈り（里山のフルーツ・23名参加）

0 7 〜 9 月の主な活動予定 0

境だけは残してほしい、残すべきだ」と切に願うばかり
である。

☆☆☆☆☆

（峰岸立枝）

事務局から

☆☆☆☆☆

☆ファーム各区画の境や通路・共用部分のササや雑草が
目立ちます。気がついたらこまめにきれいにして、他

の会員に迷惑とならないよう心がけましょう。

☆雑草は種を持つ前に除去しないと周囲に種が飛び、さ
らに増えることになります。いつも自発的に除去して

くれている方に感謝申し上げます。

☆ファーム内でテントウムシダマシ・カメムシ・ウリハ
ムシ等がたびたび発生しています。こまめに対処しな
いとファーム全体に広がりますので、各自が注意して
周囲の迷惑にならないよう対策をお願いします。

☆ファームの中央通路に沿ってファームⅠの縁に排水用
の溝が掘ってあります。土が溜まったり草が生えたり

持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、スタンプ帳、Ｍｙ食器

すると機能しなくなり、大雨の時は畑が浸水すること

7/ 8 ( 土 ) 長久保・第１緑地機械刈り、第２緑地手刈り等

持して下さい。ファームⅡの中にも排水溝があります

集合場所＆時間：各回とも炭焼き小屋広場に 10:00

8/12( 土 ) 万蔵院台・長久保緑地の栗林機械刈り、粗朶柵
整備、クズ除去作業他
9/17( 日 ) 長久保緑地下草刈り、第 1 緑地道路沿い草刈り、
アリスの丘草刈り他
※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
※夏場の作業は、熱中症に十分注意して下さい
※暑さとハチ対策のため、黒っぽい服装と香りの強い化粧品は
避け、帽子と長袖の着用でご参加下さい

になります。接する区画の方はこまめに掘って溝を維
ので、同様に日ごろから管理をお願いします。

☆８月中旬から栗が落ち始めます。昨年と同じように栗
リーダーを募集します。近くなりましたらメールでご
案内をしますのでご協力をお願いします。また、毎朝
の作業はイガの片づけが主目的ですが、参加者には希
望する種類の栗１袋をお持ち帰り頂けますので、ふる
ってご参加下さい。スタンプ帳での交換もできます。

