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2017 年の青果！？…成果

坂本

義正

家内は、市民農園で 4 年、

石坂ファームで 3 年、第 2
ファームで 3 年、計 10 年

の野菜づくり経験があり、

キュウリは種から育てました。ホームセンターで購入す

る苗と遜色なく育ち、コストも抑えることができて満足
です。

これから季節もよくなり、土づくりや、種まき、苗植え、

さらに実家が農家。農業の

草刈りなど忙しくなります。私が好きなのは、畑仕事を

菜づくりに関する言葉には

野菜の成長を見ながら椅子に腰掛け、煙草をふかし自己

プロの家で育ったので、野
重みがあります。

私も今年で 8 年ほど野菜

終えて、きれいに手入れされた美しい畑や、発芽の様子、
満足するときです。

里山でのボランティア活動やアリスの丘での野菜づく

づくりをしていますが、肥

りは、各人の年齢、体力に合わせ、ゆるいルールの中で

や、夏の草取りが主たる担

い世間話をしたりして穏やかな時間を過ごせる貴重な場

料を施し畑を耕す力仕事

当になっています。どんな
作業の日、会長と並んで
説明中の坂本さん ( 右 )

東京都日野市百草 698-6 (田村）
TEL/FAX
042-592-5859
Email: inf o@alic e-fm.inf o
URL: http://alice-f m.inf o

苗を植えるのか、いつごろ
種をまけばよいのかは、プ

ロである家内が決めます。ところがここ 2、3 年、周りの
方たち、とくに師匠と呼んでよい、野菜づくりの上手な方

のんびりと、お互いの健康についてや、さしさわりのな
です。このようなすばらしい場を提供して頂き大変感謝
しています。

最後に今年の家内の役割ですが、昨年と同じように冷

蔵庫での腐葉土づくりではないでしょうか。

の作業を見ていると、家内の作業は、適当、ずさん、いい
加減なことがよくわかってきました。こんなことではいけ
ない、と綿密な作業計画をつくり、野菜づくりのマニュア

ルを図書館から借りて熟読し、天気予報の気温とにらめっ
こして完ぺきな無農薬野菜を目指しています。

おかげさまで昨年は、立派な白菜、キャベツ、レタス、

大根、トマト、ほうれん草、小松菜、長ネギ等々が育ちま
した。家内の友達や私のアルバイト先であるスーパーのお
ばちゃんや青果担当チーフにおすそわけ。その店で販売し
ている野菜と比べて味が全然違っておいしい、と感謝され
喜ばれました。会社時代に仕事でほめられたり、感謝され

ることはなかったのですが、里山での野菜づくりのおかげ
で幸せな気持ちに浸ることができています。

昨年は、白菜、キャベツ、レタス、ブロッコリー、トマト、

近藤美枝子さんの絵手紙。
題材はやさしい色合いが魅力のフキノトウです
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キクイモって知っていますか？
飯牟礼

孝一

埼玉の菜園仲間から試

食用にもらったのがキク
イモとの最初の出合い。
第一声は “これショウ

ガ？”。さっそく甘酢漬け
をつくったところ、パリ
パリの食感で

一味惚

れ”。「天然のインシュリ

ン」といわれるイヌリン
が豊富で、高血糖や高コ
レステロールに効くとの
ことで、ますます興味を

収穫したキクイモ。大きさがわかり
やすいようにマッチ箱をいっしょに
撮影した

そそられたので、栽培し
てみることにした。

イモ（塊茎）がアチコチにできるので周囲に仕切り板

を埋めてから植えるといい、とアドバイスを受けたが、
影響の少ない畑の隅っこを選んで植えてみた。

4 月に植え、間引いて 2 本にした芽が見る見るうちに

高さ 3ｍにも伸び、9 月にはキクに似た大きな黄色の花を

里山の植物誌 （83）

NO.85 2018/ 春（2 ）

テッペンに咲かせた。この間肥料は無し。

秋には台風でダメージを受け、縄でしばっておいたが直

径 5 ㎝の幹も折れたものがあり、断面を見ると骨粗しょう
症の骨のようにスカスカだった。

葉が枯れる 11 月から収穫を始めて２月末まで獲れた。

どこにイモができているのかわからないので、幹から 80

㎝離れたところに深さ 30 ㎝の溝を掘って外周から掘り進

んだ。仕切り板を埋めておけばやはり楽だった、と反省。
１株で 5Kg もの大豊作。これビギナーズラックというや
つでしょうね。

ただ、いっぽうで厄介な面もあり「キクイモは要注意外

来生物に指定」に触れておきたい。1 年で土地の栄養分を

全部吸い取ってしまうほどの生命力を持っており、招かざ
る客ともいえる。もともとキクイモは米国から江戸末期に
持ち込まれて以来、長く家畜の餌用だったが、いまはイヌ
リン豊富な野菜として、長野や岐阜では特産品として栽培
販売が盛んになったとのことだ。

キクイモの効能や料理レシピはネット検索「キクイモ…」

に満載なので、そちらに譲りたい。

倉沢の広い空の下で好きな土いじりをし、旬の野菜やキ

クイモのような自然の恵みに感謝しながら、これからも元
気に過ごしたい。

クロモジ (クスノキ科 ）

緑色のつるつるした若枝から黒い斑点模様が出てく

早春の
尖った葉と蕾

るようになると、まるで枝に黒い文字が浮き出てきた

ように見えることから、漢字では「黒文字」( 植物学者・
牧野富太郎説 )。

まだほとんど葉が見られない３月の樹木のなかで、

葉や蕾が見られる早春を代表する雑木の一つが、クス
ノキ科の落葉樹・クロモジ。第１緑地で初見したとき

形がど

前に、そろそろその姿が見られるころだろうと第１緑

化をしていく

物公園にもあるけれど…などと考えているうちに、気

とよいでしょ

た暖かい日が数日続きました。その最後の日にふたた

盛な方は、開花時期になったら、雄花には雄しべが９

したクロモジを観察することができました。

ですから虫眼鏡で観察していただけたらと思います。

は感動したものです。今春、この植物誌の原稿を書く

んなふうに変

地に行ってみましたが、見つからない。調布の神代植

か、観てみる

象庁が「春から初夏の気温になるでしょう」と知らせ

う。好奇心旺

び出かけてみたところ、第１緑地から第２緑地に移植

個、雌花には雌しべが１個と仮雄しべが９個あるそう

葉や枝の芳香、黒い果実の汁などの特性から、クロ

モジにはいろいろな用途や風習が残っているようで

す。さしあたり、根元に皮を残したクロモジの楊枝は、
和菓子などに添えられることも多いので、確認してみ
てください。

関心のある方は、第２緑地に入ってすぐの井戸から

30 歩ほど歩いた左手に３本叢生していますので、３

月上旬の尖った葉芽とほぼ球形のかわいい花芽の色や

枝先についた葉と淡黄緑色の花

これらは、やがて秋になると黒い実になります。

タラの丘に向かってよく歩く道にありますので、秋

が深まったころの黄葉はとくに美しいので見逃さない
でくださいね。

クロモジは主幹がなく株立ちの落葉低木のため、刈

られやすいですが、炭焼き小屋手前の右手斜面に７本
もあるので、クロモジ茶を私製し活動日に味わってい
ただくようにしたいと思っています。

（峰岸立枝）
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落ち葉集め
小学５年
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仕事が終わったあとは、みんなでおひるごはんです。か

星野

す汁をはじめて食べました。かす汁は鮭とじゃがいもと酒

晴登

かすの汁です。最初は、かす汁は食べたことがなかったの

ぼくは、里山活動の落ち葉集めに参加しました。

で、どんな味かなと思ったけど、食べたらおどろくほどす

おばあちゃんとおばさんと、いとこと、お母さんといっ

ごくおいしかったです。とくにじゃがいもがほくほくでお
いしくて、３杯も食べました。豚汁の次に好きな汁になり

しょに行きました。

ました。三番はなめこ汁です。

やることは大きな熊手を

あとほかにも、大きいみかんや

使って、たくさんの落ち葉を
集めて、ブルーシートにのせ

たくあんもあって、ふたつともお

ちゃん

おばあ

て運んで大きな囲いの中に入

いしかったです。

お母さん

ぼく

れることです。

森の中できもちよく働いてから
食べるごはんは最高でした。

落ち葉が集めてあったとこ

ぼくは前橋市に住んでいるので、

ろにはカブトムシのよく太っ
た幼虫がごろごろとたくさん

いとこの大地くん

いて、びっくりしました。
そのあと落ち葉のプールで

けれど、とても楽しいので、なる
べくおばあちゃんたちといっしょ

おばさん

いとこといっしょに泳いだり

そんなにたくさんは参加できない

に参加したいです。

して、ぞんぶんに遊びました。

倉沢
周辺の
鳥たち

春
夏
メジロ
写真と文

杉本研士

この愛らしい小鳥について

は、いまさら紹介するまでも

ありませんが、カメラは一瞬

を切り取りますから、今回は

して見ますと、その縁取りも菊の花のように並んでい
る羽毛であることがわかります（写真２）。

水浴のありさまを前から見ますと、いくらか寄り目

小さくても写真を 4 枚載せて

になっているのもかわいらしさをアップしています（写

と違う面を見てもらいます。

のではないかもしれません（写真４）。夕暮れになると、

いただいて、普段とはちょっ
野球のボールほどの巣は、

木の葉や毛糸クズ、コケなど

で華奢につくられていますが、クモの糸で巧みに補強
されて丈夫につくら

イス」と見分けるポイントとなっていますが、アップ

真３）。二羽がくっついているのは、いちゃついている
何羽もびっしりと横に並ぶのは習性のようで、「目白押
し」というのは、ここから生まれた言い回しだという
ことです。

れています。ご覧の
ように、巣立ち間際
のヒナたちがテンコ
盛りになっても底は
抜けません。この写
真だけは６年前の５
月のもので、とんで
もなくも、我が家玄
関のすぐわきのソロ
の木に営巣したとき

のものです（写１）
。
雑食性ですが、花

の蜜や果汁を好み、

「チーチー」と鳴きま
す。目の周囲の真っ
白な縁取りが「ウグ

1

2

3

4
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豊かな自然環境とは
田村

裕介

春、わが家の庭先や軒先でもスズメバチやアシナガバ

チが巣づくりを始めます。アシナガバチ自体はあまり害
がないので放っておいてもよいのですが、秋になるとス
ズメバチのターゲットになるため、あまり人間に近い場
所だと退治します。スズメバチの巣はやはり危険なので
なるべく小さいうちに退治していますが、スズメバチで
もこの時期の巣には女王１匹しかおらず、それほど怖く
はありません。しかし梅雨が明けるころには働き蜂が
孵って厄介なことになります。

ある時期、毎年連休の少し前から梅雨明けごろまで、

トラップを仕掛けてスズメバチを捕獲していたことがあ
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れば、巣を１個取ったのと同じだと考えて、100 匹の女王

＝100 個の巣＝ 数百匹として数万匹というスズメバチを
退治したことになる ??? はずでした。しかし、自然界で

も厳しい環境の中で女王が生きのびて大きな巣をつくれる
確率はかなり低いということを後に知り、あまり意味のな
いことをやっていたんだと、女王蜂退治は数年でやめまし
た。スズメバチが減れば生態系を乱すことになり、かえっ
て人間にとっての害虫が増えて被害が出、それは天に唾す
るようなものだと納得したのでした。人間にとっては好ま
しくない生物も含め、人間も生態系という巨大で精緻なシ
ステムの重要な構成要素であることは同じ。豊かな自然環
境とはそういう環境なのですよね。

りました。スズメバチは女王蜂だけが越冬して春になる

と巣づくりを始め、秋に新しい女王が巣立っていきます。
ということで、この時期は女王が自ら巣づくりをして、
産卵し働き蜂を育てるのです。夏には１つの巣に数百匹
のスズメバチ（大半は雌）が棲み、秋口には雄が、そし

て次世代の女王 ( 数匹 ) が育てられ始め、そのころがもっ
とも攻撃的になります。働き蜂は子育てと巣の防衛要員
で、幼虫に餌を与えますが自分ではその餌は食べず、幼
虫が分泌する液で栄養を摂るそうです。不思議というか
うまい仕組みになっているのですね。女王を１匹捕獲す

-

1 〜 3 月の主な活動記録

-

1/ 10( 水 ) 万蔵院台・第２・ひなた緑地の枯損木他伐倒・
竹林内の懸り木撤去、粗朶片づけ / 日野市
緑と清流課と協働（おやつ・午前と午後で
延 48 名参加）
1/ 20( 土 ) アリスの丘果樹剪定、桜枝おろし、万蔵院
台緑地落ち葉掃き他（鮭の粕汁他・43 名参
加）
2/11(日・祝) 第１・万蔵院台緑地栗林落ち葉掃き、果樹
剪定枝片づけ他（ポトフ・35 名参加）
3/ 17( 土 ) 薪割り体験、キノコ植菌体験、ブルーベリー
ネット補修他（カレースープ・48 名参加）

0 4 〜 6 月の主な活動予定 0

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
4/21(土)
5/12(土)
5/24(木)
6/9 (土)
6/19(火)

活動報告会、刈払い機の基礎講座、外来種の
除去作業等
緑地周辺部の住宅・生産緑地に接する場所の
機械刈り、外来種・クズ除去作業他
長久保緑地下草刈り、第１緑地道路沿い草刈り他
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

※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

多摩市境の赤道脇にあったオオスズメバチの巣。７段ありました

☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆2018 年度がスタートします。今年度よりファーム管
理会員の活動参加回数を最低年５回と改定しました。
各年度の参加回数は２月から翌年１月末まででカウン
トします。できるだけ多くの参加をお願いします。

☆ファームⅠ、Ⅱの排水ルート ( 溝 ) が、土で埋まったり
雑草で覆われたりして、大雨のときには畑にも浸水が
及ぶことがあります。排水溝に接する区画の方はこま
めにメンテをお願いします。また排水の妨げになりま
すので、溝に物を置かないよう注意してください。

☆メールでお知らせした通り、由木農場から鶏糞をわけ
て頂きました。林の腐葉土・牛糞・馬糞・おから・木
灰に加えて天然の肥料がさらに充実しました。井坪さ
んの助力によるものも多く感謝です。ご活用下さい。

☆タケノコリーダーの皆さんにより４月上旬〜約１か月
間、タケノコ掘りを実施します。スタンプ帳がいっぱ
いになった方には、優先で配布しますので、タケノコ
ご希望の方は前もってお申し出ください。また、収穫
が多い日にはメールで全会員にお知らせしますのでお
楽しみに。なお、植生保護のためタケノコ掘りの体験
参加はできません、ご理解ご協力ください。

