
みをかかえ、階段の昇り降りにも不自由にしております。
家族も友人たちも「大丈夫なの？」と心配してくれてい
ましたし、私自身も痛みは覚悟の上での参加でした。と
ころが傾斜面を昇り降りするときも、傾斜地の足場が不
安定なところで掘るときも、まったく痛みを感じなかっ
たのです。我ながら驚きでした。「好きなことをやって
いるとき、慢性痛は感じない」と脳科学的に証明されて
いるとか。納得でした。
　タケノコは大好きで、この季節になると、せっせと農
協や直売所に通い、好みの料理で楽しんでおりました。
今年は堀たてのものをいっぱいいただけ、いろいろな料
理で楽しみました。自分で掘ってきたタケノコは、とて
もいとおしく、皮さえ捨てられず、いかに使えるか、考
えることも楽しみました。皮は１枚１枚はがして、乾燥
させて、おにぎりを包んだり、盛りつけの飾りに。下の
固いところはシナチクに、と。そして一度に食べきれな
い水煮のタケノコはビン詰めにして。いまでも冷蔵庫に
並ぶビン詰めタケノコや、竹の皮を見て、タケノコ掘り
の楽しかったひとときを思い出しています。
　車で走っていると、山の大半を覆ってしまうほどの竹
をみかけます。あきらかに放置された竹林です。「豊か
な自然環境」とは自然のままに生い茂らせておくことだ
けでは、だめなのではないだろうか。外来種の問題もあ
ります。里山を、竹林を守っていくには、自然の恵みに
感謝しながら、その
ぶん、人が手助け
をしてあげなけれ
ばならないのだろ
う、と考えさせら
れた「タケノコ掘
り」体験でもあり
ました。
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　とても感動的で、楽しい経
験でした。その思いは、胸いっ
ぱい、あふれるほどであり、
その奮闘記を報告する内容も
まとめきれず、テーマが定ま
らないまま書き進むことをお
許しください。
　手始めは、「タケノコ掘り、
リーダー研修会」に夫ととも
に参加しました。むやみに掘

り起こすのではなく、周辺の植物、とくに絶滅危惧種の
植物を知り、その生育を阻害してはいけない。また、残
すタケノコと取り除く(掘る)タケノコを選択する。など、
まさに里山 (この場合、竹林 )を守っていこうとする会
の思想がつらぬかれていたことに感動しました。竹林に
入っての実体験は、また感動でした。今年は、桜の開花
が早かったように、すでに研修会当日にも、タケノコは
顔を出していました。タケノコの頭の傾きによって、伸
びている方向がわかる。タケノコの四方の土をかきわけ、
最後に根元を切る。などなど先輩たちからのレクチャー
を感心しながら聞き入りました。少しだけ頭を出したタ
ケノコを発見するのも感動でした。2、3回探して通り過
ぎていたところに、ふと見つかったりすることはしばし
ばで「かくれんぼ」に興じているような感覚でもありま
した。
　竹林は３か所を巡り、１日で数十本、いちばん多い日
は 80本も収穫できました。延べ 20回ほど「タケノコ
掘り活動日」がありましたが、そのうち 8回参加させて
いただきました。初めての体験でした。収穫する喜び以
上に、竹林の中で感じるひんやりとした空気とこもれび
に、そして植物たちに癒されて、竹林の中を歩き回って
いたひとときが貴重な時間となりました。私は両膝に痛
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里山の植物誌（84） オカトラノオ  (サクラソウ科 ）

　漢字表記では「丘虎の尾」。白い花穂がトラの尾の
ように独特の曲がり方をしているからといわれます。
東南アジア温帯から亜熱帯に広く分布し、日本全土の
野山に生えています。地下茎で増えるので、しばしば
群落をつくります。
　同属には、湿原に生えることから「沼虎の尾」と呼
ばれるものや、葉の形状が似ていることから名のつい
た「柳虎の尾」などがありますが、これらに比べて花
穂が長く、曲がり方などがいかにも虎の尾らしく？　
人目を引き、派手ともいえます。科の名前から桜も同
科と思ったりするかもしれませんが、桜はバラ科です。
　ちなみに属する科は違いますが、トラノオがつく植
物は各地に数多く存在します。ルリトラノオ、イブキ
トラノオ、エチゴトラノオ、ハマトラノオ、ナンブト
ラノオ、ムカゴトラノオ、ヤマルリトラノオ、カクト
ラノオなどなど。九州出身の方は青紫色のハマトラノ
オが、日本海側の方は茎の頂上に直立する白い花のエ
チゴトラノオが、登山好きの方はヤマルリトラノオや
イブキトラノオが目に浮かぶかもしれません。また、

トラノオと聞く
と近頃人気の観
葉植物のサンス
ベリアを思い浮
かべる方がある
かもしれません。
こちらは花では
なく葉の模様が
トラの尻尾を連
想させることか
らこう呼ばれます。
　花言葉は《私の叫びを聞け》だそうで、茎の先に
10～ 20cmの総状の花序をつけて軸が傾いているの
で、トラのほえ声を連想したのでしょうか。でも、な
ぜ花名が日本にいない「トラ」なんだろうと不思議に
思っていたら、ありました。方言にはイン（イヌ）ノ
シッポバナやネコノシッポなどの名が存在します。
　初夏に涼しげに咲くオカトラノオは、古くから茶花
として好まれる花でもあるそうです。　　（峰岸立枝）

　今年 4月に夫
婦で入会しました
田中光一・たき子
と申します。百草
園駅近くに 40年
住んでいます。子
どもは２人います
が、結婚して都内
と川崎に住んでい
ます。孫が３人い

ます。現在、夫婦で気ままに暮らしていますと言いたい
ところですが、いまのご時世多くの方々同様、週１で孫
守りに行っています。
　この会に入会したきっかけですが、私ら夫婦とも散策
が好きで、ときどき、この倉沢方面も歩いていました。ちょ
うど、タケノコの季節に [南百草バス停］辺りを歩いて
いたらタケノコを持っている方を見かけ、採りたてのタ
ケノコに目がない私は (実家の近くが竹林だった）「どこ
で買われたのですか？」とお聞きしたところ、里山の会
のことを知りまして、即、田村様宅に行って御夫妻から
会の活動や内容などを説明していただきました。私ら２

田中　光一・たき子

人とも鹿児島の農家育ちで子どものころに、家の手伝いで
鎌など多少使った経験があり、田舎で育った懐かしさもあ
りまして、微力ながら活動に協力できるのではないかと思
い入会することにしました。それと、夫が昨年と一昨年に
手術が必要な病気をしまして、趣味で続けていたラテンダ
ンスも休んでいる (現在、休会中で新しい場所を探してい
る）ので、体力の衰えも心配でしたし、あと男の人は人と
話す機会が少ないので、作業をしながら仲間の方々と話が
できたらいいなと思いまして…。
　会の印象ですが、まだ 2回しか参加していませんが、会
員の皆様、気負わずに和気あいあいと自分のペースで作業
されており、気さくな方々ばかりで、こちらがたずねたこ
とにも答えてくださり、うれしかったです。
　作業の内容は思っていたより楽で、作業時間も午前中の
2時間ほどですし、これくらいなら長く続けていけるかな
と思いました。びっしょり汗をかきましたが気持ちのいい
汗でしたし、ひと汗かいた後のミネストローネとパンのお
いしかったこと。最高のご馳走でした。夫は何杯も食べて
いました。
　そのほか、季節ごとに採れる里山の恵みも分けてもらえ
ると聞き楽しみにしています。
　私事ですが、田舎育ちながらヘビが大の苦手。これから
の時期、どうか私の前にだけは出没しないで！　と願って
います。

タケノコに導かれて…
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木のクズなどから目を守るために有利であるという
ことからの発達でありましょう。
　まだあります。普通の野鳥は計４本の足の指を、前
３本、後ろ１本に配分していますが、キツツキ類は、
前２本、後ろ２本を選んでいます。それも、目と指と
を拡大した写真を見ればわかるように、爪の先がしっ
かりと木の肌に食い込んでいます。ハンマーを有効に
使うためには、足場がしっかりしていないといけない
のでしょう。
　まだあります。２本の脚と尾羽。この３点でホール
ドして木を叩きますが、そのためには尾羽が丈夫でな
ければなりません。後ろからの写真で、尾羽の軸が山
形に折り曲げられていて、へたれにくくなっていると
ころを見てください。
　生き物は、どれもこれも懸命です。

　「アカゲラ」は「ケラ」、つ
まりキツツキの1種です。前
に紹介した「アオゲラ」（82
号参照）と並んで、ヒヨドリ
ほどの大きさ (全長24㎝ )で
すが、ヒヨドリの全身グレイ
といった印象に比べて、赤と
黒と白とで大胆に装っており、
下から見上げたときに、とり

わけ「赤」が強く印象されます。いくらか標高のある
環境を好むようで、このあたりでお目にかかるのに少
し時間がかかりました。
　落葉樹の林で「キョッ　キョッ」という鋭い鳴き声
と「ドドドド…」というドラミングを聞いたのが「ひ
げだるまさん」とのであいでした。だるまさんに似て
ますよね。
　キツツキは、ヒトであったら脳が飛び出すほどの勢
い(時速40㎞ほどのスピードで正面衝突した程度)で、
幹を叩いて虫をほじくり出します。脳を衝撃から守る
ために、クチバシのつけ根のあたりの筋肉をたっぷり
発達させており、さらに頭蓋骨をくるみ込む厚いスポ
ンジ状の組織の中を、長い舌がぐるりと取り囲むとい
う進化を獲得しております。
　そのほかにも特異なところがあります。同じ場所で
の写真で動作を見比べるとわかりますが、マブタの切
れる方向が横ではなく縦に近くなっていて、木をツツ
クときに細められます。前方を大きくカバーした方が、

夏

倉沢
周辺の
 鳥たち

写真と文 杉本研士

アカゲラ

留鳥

マブタと足に注目！

尾羽に注目！

　昨年３月に日野市の「雑木林ボランティア講座」を終
了し、その後の活動のためにいくつかのボランティア団
体の紹介がありました。どの活動も興味深く、とても悩
みましたが、最終的に「倉沢里山を愛する会」への参加
を決めました。昨年７月に入会しましたが、活動日が台
風や雨にたたられたり、で一度しか参加できずとても残
念でした。今年度は、職場も変わり順調に (?) 参加する
ことができています。
　そそっかしいので活動日をまちがえてしまったことも
ありましたが、その日はちょうど掘ったばかりのタケノ
コを買うことができてラッキーでした。活動のあとにみ
んなでいただく汁物も最高です。切り株の椅子もいいで
すね。刈払い機を教えてもらいながらですが、少しずつ
使えるようになってきました。まだ下手ですが温かく見
守ってくださいね。活動を通して、駆除する植物や保護

堀越　香津子

する植物を教えてもらいながら勉強中です。入会の際にい
ただいた『緑の風は永遠に』を開き自然、植物、動物、鳥
などについても知ることができました。微力ですが緑を守
るお手伝いができてうれしいです。活動中に植物の名前や
働きを教えてもらいながら知識も増えています。残念なの
は記憶力が少しずつ衰えて
きていることですが……。
　先日の活動日 (6月９日 )
にはボランティア講座受講
者の方々が見学に来てお
り、一昨年の自分を思い出
しました。この中から何人
か新たに参加があればいい
ですね。
　これからも皆さんととも
に元気に楽しく活動してい
けたらと思います。よろし
くお願いします。

倉沢の風に魅せられて
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４～６月の主な活動記録 - ☆☆☆☆☆　事 務 局 か ら　☆☆☆☆☆

4/ 21 ( 土 )

５/ 12 ( 土 )

５/ 24( 土 )

６/ ９ ( 土 )

６/ 19( 火 )
　　

 

　

活動報告会、刈り払い機の基礎講座、外来
種除去作業（鯖と筍の味噌汁・46名参加）
万蔵院台緑地住宅側・畑側中心に草刈り、外
来種除去作業（ミネストローネ・52名参加）
第１緑地・万蔵院台緑地の道路沿い整備、
長久保緑地下草刈り（おやつ・26名参加）
万蔵院台庚申塔周辺と作業路・長久保緑地
機械刈り、タラの丘～万蔵院台緑地北崖面
整備他（とん汁他・43名参加）　※日野市
雑木林ボランティア講座約30名見学
タラの丘・北緑地機械刈り、第２緑地下草
刈り、北緑地崖面・粗朶柵手刈り他（おやつ、
里山のブルーベリー、ビワ他・30名参加）

7/14(土)

8/11(土)

9/15(土)

0 ７～９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

※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気をつけてください
※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ください

万蔵院台赤道・第２・第１緑地の粗朶柵整備
他
万蔵院台・長久保緑地の栗林機械刈り、第１
緑地北崖面手刈り他
長久保緑地下草刈り、第１緑地道路沿い草刈
り他

☆アリスの丘ファームの周辺には、生産農家の畑があり
　ます。隣接農家の畑に、ファームの雑草やササが生い
　茂りご迷惑をおかけしてしまいました。皆様にメール
　にてファーム境界の整備をお願いしましが、早速対応
　して頂きありがとうございました。環境保全という意
　味には、地域のコミュニティを良好に維持するという
　ことも含まれていますし、ファームは公共地や民有地
　を会としてお預かりして運営・管理していますので、　
　今後も責任を持って管理し、きれいに保持していただ
　けますようお願いします。
☆ご案内している通り、ファーム管理会員には今年度か
　ら年間参加回数を最低５回と改定しています。今後の
　活動にもできるだけ多くの参加をお願いします。
☆例年と同様、栗リーダーを募集（７月末締め切り）し
　ます。リーダー講習会は8月 16日（木）朝8時から、
　を予定しています。イガの片づけが主目的ですが、毎
　回の参加者には従来通り、収穫物をお持ちいただきま
　す。奮ってご参加ください。
☆まだ少し先のことですが、11月3日(土)は里山バザー
　開催日です。ご自宅で不要になったものなど、出品に
　向けて心掛け、ご準備いただけると助かります。

　私たち夫婦が　百草の畑（注：百草谷戸にあるアリス
の丘ファームⅢのこと）と出合って７年目。以前の畑の
ない生活がうその様な日々です。
　初めて目にした百草の畑は、笹、竹、名も知らない低
木の生い茂る放置農地でした。少しずつ手探りで開拓し
て畑の形にしていきました。
　あきる野に住む方に教えていただいて、春の恵み「ノ
ラボウ菜」を畑いっぱいにつくります。早春から初夏に
かけてたっぷり収穫を楽しみます。その後、太くたくま
しく育ったその茎と根を引き抜きます。
　ところがその根元から、もぞもぞと大量にはい出てく
るのはヨトウムシ！　その数の多さはなんと言っていい
のか！　ペットボトルの中に捕まえればよいとの事で
やってみたのですが、もううんざり。半分あきらめでした。
　次の年も、またまた大量のヨトウムシ。どうしたもの
かと思い悩む足元になにやら小さな影が。パタパタと舞
い降りたその子たちは小さなクチバシに大きなヨトウム
シをこれでもか！ と思うほどの数をくわえて飛び立ちま
す。私から１メートル、下手をすると手の届くくらいの
ところまで来るのはムクドリ。その数にも驚き！

　たぶん、つがいだと思うペアが何組も、巣で待つヒナの
口に運ぶのでしょう。畑を覆うほどはい回っていた虫たち
が、ムクドリの歩き回ったあとにはほとんど姿がありませ
ん。すごいものです。おかげで次につくる夏野菜たちの被
害はずいぶんと減ったような気がします。
　畑に出合って、身近な自然とより近く接する機会がぐっ
と増えました。自然の恵みもたっぷりいただいて、いいこ
とずくめです。
　これからも身近な自然をもう少し深く知ることができる
よう、目を耳を使って日々を過ごしていきたいと思ってい
ます。皆さんいろいろ教てください。

滝柳　まき子
畑の小さな協力者

♫
♪

百草の畑で英一さんと


