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里山でつながる命の輪
田村

はる子

この会がスター

トして今 18 年目

です。仲間の一人
一人の力と笑顔に
支えられ、事務局
として何とかここ
までやってこられ
ました。18 年と
横田さん ( 右）と保護植物のマークつけ

いえば、その間、
世の中はすごい勢

いで変化していますが、ここ倉沢里山ではまるで時が止

する必要があり、逆に、この土地の生態系にとって欠かせ
ない要素なのに絶滅の恐れがあるものは、保護する必要が

あります。下草刈りの事前に赤いテープでマークするのは、
何を保護するか、里山の生態系を守る指標となるもので、
里山でのもっとも大切な仕事のひとつです。倉沢の貴重な
環境とみんなの笑顔がいつまでも続くことを願いながら、
里山の原点である植物を、これからも仲間と一緒に大切に
守っていきたいと思っています。

つくり、ムダなく食べきる
野菜を
私の工 夫

秋元

まっているかのように、あい変わらず草が伸びれば草刈
りをし、葉が落ちれば落ち葉を掃き、柿がなれば吊るし

征江

秋冬野菜のことを考えて、皆さん、それぞ

柿に、と毎年同じことのくり返しと感じる方が多いかも

れの畑で動き始めました。元気ですね、私も

しれません。しかし変わらない空間だからこそ、そこに

負けずに一歩ずつ…。畑での野菜づくりに加

里山で何も変化がないのか、といえばそんなことはな

誤も、私にとっては、また楽しいことです。初夏から畑の縁で

身をおくとホッとできて、どこか心地よいのも事実です。
く、絶滅危惧種の保護の仕方を学んだり、安心して話せ
る仲間がたくさんできたり、里山文化の継承など、ゆっ
くりと時間をかけて、里山時間を仲間と紡いできたよう
に感じるのです。人それぞれ幸せの形は違うかもしれま
せんが、私はこの里山で、真の豊かさをたくさんたくさ
ん頂いています。これも里山の仲間がいてくれるからこ
そ、と感謝しています。

毎年変わらずにいろいろな植物が芽を出し、それを虫

が食べ、鳥がその虫や実を食べ、すべてが繋がって、生
物多様性の中、命の営みがくり返されていきます。狭い
ながらも倉沢では 500 種の植物が確認されていて、植

生が非常に豊かです。植物は、光合成をし栄養を蓄え酸
素を出してくれています。地球上のすべての生物にとっ
てとても大切で、なくてはならないものなのです。

そうはいっても里山で外来種や、在来種でもクズのよ

うにはびこり過ぎて、他を駆逐してしまう植物は、除去

え、つくった野菜を大切に食するための試行錯

ぐんぐん伸びていたニラもムダにしないよう、今夏、いろいろ

な工夫をしてみました。まず、天日干しを試してみたところ、残っ

たのはニラの香りだけで野菜らしさがなくなってしまいました。
残念！それなら冷凍を、とさっそくチャレンジ。ざく切りにし

たニラにごま油とかつお節をまぶしてポリ袋に入れたものを冷凍

してみたら、パラパラとして使い勝手よく、みそ汁、餃子、ラー
メン、パンピザへと残さず活用できました。こんなふうに試しな

がら「つぎはどんな方法があるかしら？」と考えを巡らせる自分
がいて、うれしくなります。

畑へ行くたび、今日はここまで、また明日！と楽しみは収穫ま

で続きます。次の予定を考えながらの帰り道も楽しいものです。
半日でしぼんでしまう美しい紫の花、ムラサキツユ
クサなどを見つけると、しばらくみとれてし
まい、畑の疲れもどこかへ飛んで行ってし
まいます。

野菜づくりと、ムダなく食べきる工夫を

楽しみ、そして畑の行き帰りの道でも、美
しい花にいやされています。
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イギリスで鶏を飼う
近藤

秀樹

イギリスの新聞によると、イギリスには趣味として家

で鶏を飼っている人が 50 万人 (!!) いるとか。記事による

ッコ
コ

と鶏を飼う場所はさまざまで、郊外では自宅の庭、都市
部のロンドンではマンションのバルコニーや、運河に浮

かぶボートハウスのデッキで、など。１ ３ｍの広さがあ
れば鶏２羽を飼うには十分であることや、通販でプラス
チック製のコンパクトな鶏小屋と運動場用の支柱とネッ

ッ

ッ

コ

ッコ

トのセットが数万円でよく売れているとも書かれていま

コッ

コッ

した。また「自分の鶏が産んだ卵を朝食に食べるのは格別」
との体験談も載っていました。

私の娘の夫（オランダ人）も実はその一人、３年前か

ら自宅の庭で鶏５羽を飼っているのです。娘一家はイギ
リス中部リーズ市（秋篠宮家の佳子さまが留学中のリー

供たちの楽しみは、もっぱら卵の採集と鶏と遊ぶことです。

有精卵を譲り受け、孵卵

す。そのため、キツネから鶏たちを守ることが必要で、鶏

しました。羽の色は白黒・

園で鶏を飼っていた人が、大切な鶏をキツネに全部やられ

ズ大学があります）の住宅街に住んでいます。農場から

イギリスではキツネやリス、ハリネズミは身近な存在で

を小屋から外に出すのは家人が家にいるときだけ。市民農

器を使ってヒヨコにかえ

た、との話も聞きましたから油断できません。

茶・クリーム色とまちま

日本と違って気温や湿度が低いので、イギリス滞在中、

ちで、産む卵の殻も薄緑・
茶・クリーム色です。鶏

鳥小屋からの臭いはあまり気になりませんでしたが、鳴き

ちがつけました。鶏小屋は２階建て、寝小屋はタイマー

で鳴きますから、とくに早朝など、近所迷惑ではないか心

それぞれの名前は子供た

で設定した時間に戸が開閉します。エサ箱はネズミが入
れないように蓋がついていて、鶏がエサを食べるために
手前の板に乗ったときにだけ蓋が開く仕組みになってい
ます。小屋もエサ箱もすべて彼の作。毎朝の糞搔き、小
屋の掃除、エサと水の補給ももちろん彼の仕事です。子

倉沢
周辺の
鳥たち

冬
夏
ルリビタキ
写真と文

2 番手は「ルリビタキ」です。

スズメほどの大きさで里では

冬に見られ、雑食性で「チッ

チッ」と細くすんだ声で地鳴

きします。それが火打石を打

ち合わせる音に似ていること

から「火焚き」。ルリビタキは

杉本研士 「ルリ色」の「火焚き」という
わけです。里山よりも少し奥

に入った暗い林を好むのだそうです。

百草谷戸に「アリスの丘ファーム百草分園」ともいう

べきいくつかの区画がありますが、ある日、ナノハナの
種をまいているとき、「チッチッ」という特徴のある鳴

き声がしたので目をあげると、隣地の栗林の中を全体に
青色をした小鳥らしきものが、縫うようによぎって消え
るのを目にしました。少し前に、先輩の会員さんから

声は…。卵を産むときはメスでもコッコッコ―と大きな声
配になりました。娘が隣の老婦人にたずねたところ「鶏の
鳴き声が聞こえるなんて田舎に住んでいるようで、のどか
でいいわ」のこと。本音でしょうか？

ともあれ鶏を飼うのが長年の夢だった彼は、おおいに楽

しんでいるようです。

「ルリビタキというのがいてね。これは珍しいよ」と聞
かされていたので「もしや」と思い、「小鳥は同じとこ

ろにやって来る」というのを当てにすることにしました。
そして、撮れたのがこれです。ポーズをとるようにこ

ちらを見続けていましたから、お見せしたい写真がいく
枚もあります。オスがこれほど立派に青くなるには３年
ほどもかかるそうです。その場で、ちょうど隣の区画に
来られていた女性会
員さんに液晶画面を
見せました。普段は
いたって無口な方で
すが、「おお、いい

面構え。アップする
に耐えますね」と見
事なコメントをくれ
ました。
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はゆったりとした里山の風景、そしてなによりも、南斜面
であることにほれこんでしまいました。それに、小野神社

（一ノ宮）
脇の自宅から牛舎の前を通って 1.2km の近さです。
こちらの畑でも連れ合いが主任で私は作男、張りきって

畑作りにとりか

VOL.4
小野路から六地蔵へ。健康管理を目的とする
新たな菜園での取り組みについての報告です。

、わが家の「六地蔵」畑
新天地
湯浅欽史

かりました。上
の方の傾斜部に
は板きれやコン
クリート円筒

（材料試験片）

を並べて土留め
を設けたりし

て、植え床を確

▲ 夏の終わり (8 月 26 日撮影 ) の「六地蔵」畑。
トマトは盛りが過ぎ、里芋の葉が元気に育ってい
る。ここから近い場所に離れ畑 (「たまごの会」の
友人が < 都市を耕す > フィールドとした「トトロ
の畑」の一部、30 ㎡ほど）を借り、そちらでも野
菜作りをしている

小野路（町田市）の畑を撤収することにして、さてどこ

保しました。斜

さんのご主人に案内していただいたのが、百草園から東に

介だったのは、

かにたどると、左側に六体のお地蔵様

うで、赤土までの深さ 20〜30cm ほどに石ころなどが埋

ていく南斜面でした。樹林に六つ並ん

棒をハンマーで打ち込んではほじくるように掘り起こし、

で菜園を再出発させたらよいのかと考えていた昨春、田村

面よりむしろ厄

下がったところにある畑でした。遊歩道の狭い道をゆるや

道路に続く平らな部分でした。建築廃土の捨て場だったよ

がまつられていて、そこを右側に下がっ

められていたのでした。鍬やシャベルでは刃が立たず、鉄

だ赤いよだれ掛けが素敵です。

石を取り除く作業を続けました。私にとって、菜園の目的

さんがお使いになられるようで、棚からやや急になる斜面

のであまり苦になりません。石工になったつもりで、石塊

さんは示されました。傾斜地で、広さは小野路の畑の４分

白も赤も、まあそこそこのできだったので安心しました。

求めればすむこと。正面に東電学園の建物を仰いで、周囲

私たちも「六地蔵」の住民気分で野菜の世話をしています。

上方のなだらかな棚状になっているところは地主の息子

は健康管理で収穫物はオマケについてくる、と考えている

部と、そこから下へ、ゆるい勾配で道路に続く部分を田村

除去作業を楽しんだのでした。そこをタマネギ畑にしたら、

の１ほど（80 ㎡）でしたが、狭ければほかに “離れ畑” を

夕方には犬の散歩で通る人が多く、顔見知りになって、

里山の植物誌 （81）

バアソブ (キキョウ科 ）

「里山で 2009 年 6 月 13 日発見、8 月 8 日開花」

に指定され

そばかす・木曽地方の方言）。同じキキョウ科によく

種子をこの

と私の図鑑に記されているバアソブ（婆の「そぶ」＝

ています。

似た「ツルニンジン」
（別名・ジイソブ）があることから、

目で見たこ

里山の仲間で初めて見たそれが、バアソブなのかジイ

とがないの

ソブなのか、つまり「婆」か「爺」か、注意深く観察

で、はる子

した記憶があります。発見時に葉の形の丸みと白毛が

さんを頼っ

あることを確認し、開花した花が小形であることや色、

て確認した

斑点からバアソブと確信を得たわけです。どちらも生
育地や分布が同じなので、管理地の里山やその周辺に
見つかるかもしれませんが、現在市内ではバアソブの

いと思って
います。

甲子園の高校野球をテレビ観戦中の爺と婆の会話。

みが確認され、数少ないとされています。写真でわか

爺「校歌はなんで―わが母校なんだ。父がないのか

鐘形で浅く５裂し、おしべは 5 本。きれいですね。

…パソコンをのぞきながら爺「バアソブ？ジイはない

るように、キキョウ科に属することを示す花冠はつり
バアソブは種子に翼がなく、分布範囲を広げるのが

困難なので、ジイソブに比べて個体数がはるかに少な

いため、環境省のレッドリスト・絶滅危惧Ⅱ類（VU）

なぁ」、婆「母の意味って父と違うのじゃない……」。
の？」、婆「あるよ。ジイソブ」。違いの説明あり。や
がて、爺と婆。「でも、爺が婆より大で繁殖率もとは
固定観念じゃない」。ウウン。

( 峰岸立枝 )

