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藍を育てました
は じめ ま し て
杉本

とも子

といわれています。定年退職後に草木染や機織りを本格

野菜を育てている畑に、食べるものではない植物を育て

的に学んだのですが、師匠は草木染について、つぎのよ

に力をいただき、ひと畝、種を蒔きました。順調に育ち、

打ち身によく効いたことや、飲んで胃腸がよくなったこ

るのは、不謹慎？ と躊躇しましたが、田村さんのお勧め

うに力説していました。
「植物の汁が虫刺されや、やけど、

緑濃い葉が茂る立派な藍に育ちました ( 写真①）。

となどから、その汁の色をつけることで身を守れるとい

「藍」といわれる植物には

たくさんの種類があります

❶

う経験と知恵から生まれてきた。古代の染料はほとんど
が漢方の生薬である。毒草はタンニン分が強く染めやす

が、畑で育てたのはタデア

かったはずなのに毒草で染めたものはひとつもない。衣

タデアイを乾燥させて潰し、

ように、手間ひまかけて糸を織ってつくりあげるのだか

の中でさらに発酵させた液

4
び、色を選んで染めてきた。これが暮らしの中で伝承さ

い紺色の魅力的な染め色は

染める技術は地方によって進化をしてきました。その

イ。いわゆる藍染は、この

類は肌につけ身を守るもので、家族のために、体によい

発酵させた「すくも」を水

ら、虫が食わないようにして長持ちさせるよう植物を選

で染めるのが一般的で、深

れてきた「草木染」の歴史ではないか」と。

ジャパン・ブルーともいわ

土地の空気、土、水、石など自然のものを利用し、色を

れています。

鮮明に、また色褪せしないよう染める技術が生まれ、伝

なだ色」という水色に染めるやり方です。緑濃い葉、茎を

重ねることで深みが出るように、年月を経て滋味深く

せます。この色素が空気に触れて酸化し、あっという間に

に出合うとき、そのことを実感します。

私がタデアイを染料として使う方法は「生葉染め」。「は

わってきました。草木で染めた色の魅力は、人間が歳を

ミキサーで粉々にした液に、糸や布を浸して色素を付着さ

なっていくこと。いまも残る古代の端切れや組ひもなど

緑色から水色に変わり、写真②のように染め上がります。

倉沢里山には、染料となる植物が豊富にあります。よ

❷

以前、小学校でこの染色の

く見かけるヨモギ、

色の変化が魔法にでも見える

のほかに、いまや採

染まった水色の美しさに感激

ホンアカネに出合っ

タデアイは青梅市の小学生た

た。そこで次号より、

利用していただきました。

や木を「染料となる

指導をしたことがありますが、

クヌギ、クサギなど

のか、子ども達はすごく驚き、

取が難しくなったニ

してくれました。今回育てた

たときには感動でし

ち、趣味のグループの方々に

里山を彩る美しい草

このタデアイをはじめ、身近な草や木など天然の色素で

糸や色を染めることを「草木染」といいます。古くは中国
から伝わったとされ、日本では縄文時代から行われていた

植物」という観点か
ら紹介していきたい
と思っています。

新連載「里山の色彩」が
スタートします！
自然を愛する心と、食べるもの
や身につけるものをなんでも手
づくりしてしまう、あふれる行
動力の持ち主・杉本とも子さん
による新連載「里山の色彩ー草
木染の染料となる植物たち」が
次号よりスタート！

初回は「ヨ

モギ」です。乞うご期待！
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畑のつながり、人のつながり、心のつながり
田村

豊

土を耕し、肥料を施し、種

を蒔く。たっぷりと水を与え
る。７〜 10 日間くらいで発

芽、二葉が顔を出す。
「やっと、
出てきたか。安心」。

数日後、支柱を立て、誘引

する。様子を見ながら水やり

し、追肥、土寄せなどをする。
花、実と続き、土を耕してか
らの結果が出てくる。家に持

ち帰り、食卓に上る。ひと口食べて、文句なく「うまい」
とひと言。この楽しみに出合ってから、十数年。

この間に収穫した作物の種類は、数えてみると 24 種類。

毎年栽培していても年によって収穫量が違う。昨年と同
じ手順で行っているけれど、できが違ってくる。収穫量
は増えなくても、せめて昨年並みと願っているのだが。

里山の植物誌 （85）
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今年も、やはり足しげく畑に通うことが大事だと思う。足

を運ぶたびに、芽は出たか、花は咲いたか、実はなったか、
太ったかと地面を踏み鳴らし、お願いしていく。

これが自分の畑で過ごすときに感じることです。そして

畑に出かけるもうひとつの楽しみは、なんといっても人と

の出会いです。「おはようございます。今日も暑いですね」
と声をかけ合う。そして、隣のタマネギの育ち具合はどう
かなあ、と気になる。「上手だな」と感心する。育て方や

作物の種類を聞いてみる。ていねいに教えてもらえる。と
きには苗を頂くことも。自分にとっての新種に挑戦する機
会ともなります。その積み重ねで 24 の数字になったのか

なと思います。今後の畑での楽しみ方は「新種ひとつ」を
目標にしていくことです。毎年、新種をひとつ栽培する。
今年の冬に向けて何にしようか、と考え中です。

畑仕事は、作物との出合いだけでなく、人との出会いの

場にもなっています。人との出会いから心のつながりにな
るように畑仕事を大事にしたいと願っているところです。
とくに自然災害が多く発生しているいまだからこそ、アリ
スでのつながりを大事にしていきたいと思っています。

ツルボ（ユリ科）

秋になると可憐な花を咲かせるツルボは別名サンダ

たものが転じてツルボになったのでは？

と空想を膨

するとする図鑑が多い一方、植物の分類体系が進んで

でもスルボ→ツルボでないとしたら？

そこで今度

イガサ、スルボとも呼ばれます。在来種でユリ科に属
いてキジカクシ科と記されているものも。本名のツル

らませてみたりしました。

は、ツルボの

ボは漢字表記で「蔓穂」。蔓状ではないのになぜ？

ツル＝「蔓」と

と図鑑やネットでいろいろ調べてみたもののはっきり

いう字から考

わかりません。ついに家で邪魔にしていた白川静の辞

えてみること

典 3 部作（平凡社）、松村明編『大辞林』（三省堂）や

にしました。

『日本国語大辞典』（小学館）などの本に食いつき、国

蔓には、植物

語学的に解明しようとのめり込んで私なりの解釈をす

で見ている蔓

すめてみました。

のほか、鉱脈、

まず、別名のサンダイガサ ( 参内傘 ) は宮中に参内

金づる、手づ

するとき公家が使った傘をたたんだ形に似ていること
に由来する、というのは植物図鑑にも記され、納得で
きる範囲。では、スルボは？

スルボ＝「爲穂」の「為

す（なす）」という字は「する」の意味で使われてい

るのではないかと考えてみました。春に赤みがかった
葉が出て夏には枯れ、初秋には 1、2 枚の葉を出し、
葉の間から 20 〜 40 ㎝の花茎が立ち、その先端に下
部から上に向かって 4 〜 7 ㎝の淡赤紫色の花序を密

集するので、葉より花穂のほうが目立ちます。春の葉

る、メガネの

部分、盗人仲

間の隠語などに加え、ツラ（連）・ツラナル（連）の

義があるとのこと。自生適応地が広いので、花期にま
とまって咲いている状態がまさに穂が連なっているよ
うに見えるので、その姿から「連穂」＝「蔓穂」と転じ
た、とも。植物名の由来について辞典のページをめく
る旅、ときには楽しいものです。

ツルボの花が総状に咲き上がり、秋風に揺れる姿は

は、地下のりん茎を太らせて初秋の花穂を立派に「す

とてもきれいなもの。反面、多年草のうえに花が種子

像し、もしかしたら、もともとはスルボと呼ばれてい

いへんです。

る」＝「為す」ためのものだったのかしら？

などと想

をつくって飛ばすので、いったん畑に入り込んだらた

（峰岸立枝）
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英国でスーパーマーケットに行く
近藤

秀樹

この夏、イギリスに住む娘の家に滞在中、ときどきスー

パーマーケットに行く機会があったので、今回は、その
ときに感じた日本との違いをレポートします。

スーパーに入ってすぐ、野菜や果物売り場があるのは

日本と同じです。ルバーブ、ビートルート、アーティ

チョークなど、なじみの薄い野菜も並んでいますが、種
類は日本の方が断然多いです。とくに葉物野菜はレタス
やケール程度しかなく、ホウレンソウなどは葉だけをち
ぎってサラダ用に袋詰めされています。果物は豊富で値
段も安いですが、野菜も含めて鮮度は日本の方が格段に
上だと思います。おもしろいのは袋詰めされている野菜
には、ジャガイモやタマネギにいたるまで賞味期限の表
示があること。2.5kg 入りのジャガイ
モ大袋の賞味期限がなんと約 1 週間

後！ というのには驚きました。また「野
菜や果物は食べる前に洗いましょう」
と推奨されています。洗わずに使う人
が多いのでしょうか⁉

肉類は豊富ですが、かたまり肉や厚切りばかりで薄切

り肉がなく、和風料理をつくるときに困ります。また魚

倉沢
周辺の
鳥たち

留鳥
夏
モズ
写真と文

杉本研士

剣豪・宮本武蔵はモズが気

に入っていたようです。秋、
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は種類が少なく、サーモン、サバ、タラに小エビぐらいで
す。高級スーパーにはカレイやホタテなどもありますが、
値段は高いですね。

寿司は人気があり、

スーパーではサンド

イッチの隣に巻き寿司
のランチボックスが売
られていますし、高級
スーパーの寿司コー
ナーには握り寿司

( サーモンや赤身 ) もあります。また寿司米、ガリ、しょうゆ、
インスタントみそ汁なども並んでいます。

レジ袋はデパート、コンビニ含めすべての店で 2 年前か

ら有料になりました (1 枚 5 ペンス＝約 8 円 )。
環境負荷がないということなのか無料です。

紙袋は

おしまいに消費税についてです。イギリスは内税表示で

20％と高いのですが、一部を除く食料品・子ども服など

は０％で、その他５％の軽減税率もあります。外食は課税
の一方、テイクアウトは非課税で、その選別は複雑です。

娘は「食料品のほとんどが非課税なのはいいけれど、反面、
食品ロスが増えているのでは」との危惧を感じていると言
います。また嗜好品以外の食料品が非課税のせいか、税そ
のものが話題になることはあまりないとのことでした。
おります。どうしてこんなことをするのでしょう。

あれこれ言われていますが決め手はないようです。

枝先で「キーイ、キリキリ」

私が思うには、モズは自分のテリトリーの中に棲息し

言をし、スズメよりも少し大

ないよ。スズメだよ」と宣伝しているのだと思います。

と凛々と高鳴きして縄張り宣

きめといった体格でありなが

ら、ワシ･タカ類のように徹底

した肉食のハンターであるこ

とに共感したのかも知れませ

ん。写真でご覧の通り、クチバシの先も鉤状に曲がっ

ています。宮本武蔵は「枯木鳴鵙図（こぼくめいげきず）」
という、モズをモチーフにした水墨画を残しています
が、これは重要文化財に指定されております。

ところが、宮本武蔵も知っていたことでありましょ

うが、モズは「百舌」とも書かれる通り、つねに殺気立っ
ているばかりではなく、他の小鳥たちの鳴き声のまね

をするのが得意なのです。「キチ、キチ、キチ、キチ」

という地鳴きとは別に、スズメやウグイスやホオジロ、
はては日本の里山に新参のガビチョウなどの鳴きまね
までします。

私も名人級の芸をゆっくりと聞かせてもらうことが

あります。ノドから胸にかけてを複雑に波打たせて、
声量を控えめに、どちらかというと苦しそうに続けて

ているバッタやカエルなどに対して、「ぼくはモズじゃ
そうした一方、「モズのはやにえ」と呼ばれる乱暴な習
性をむき出しにします。尖った小枝や有刺鉄線に捕ま
えた獲物を串刺しにして干物にするのです。冬に備え
て蓄えておくのだというのがおおかたの説明のようで
すが、そのまま忘れられていることも少なくないそう

です。静と動、柔と剛。宮本武蔵にもモズにも、ちょっ
と不思議なところがあります。
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里 山の 栗 拾 い
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里山の栗作業で収穫する栗は、秋の恵みのおいしい食材

田渕

恭子

今秋、初めて里山の栗リー

ダーに応募しました。栗作業

に参加して 3 年目、ベテラン
の方々にくっついて里山を歩

です。栗ご飯、甘露煮、渋皮煮など、参加した方々と料理
の情報交換をするのも楽しみのひとつ。先日、新井芙美子
さん発の「赤ワインの渋皮煮」レシピを教えていただきま

した。会員の皆さんの間でとても人気があるのだそうです。
私もこのレシピでつくってみるのを楽しみにしています。

赤ワインの渋皮煮

いています。栗といえば秋の
季語、秋風が吹いてからだと
思っていましたが、里山の早

生栗は 8 月末には実ります。
栗の木の場所を覚え、落ち

ているいがと実を探します。ワニバサミでいがをひっく
り返して割れ目を上にし、長靴ではさんで踏み、実を出

します。大きく割れたいがの近くには実が落ちています。
落ち葉の上や、草のかげにつやつやした実がたくさん落
ちているのを見るとワクワクします。いがは栗の木の根
元に集めて整理します。集めた実はていねいにふいてか
ら選別、袋詰めをします。どれも楽しい作業です。

台風 21 号が過ぎた翌朝、たくさんの会員の方と里山

へ。折れた枝が散らばり、いがをつけたままの大きな枝
も落ちていましたが、なにより目立ったのは大量に落下
した薄緑色のいが。強風で実りを待たずに落ち、割れ目
もなく、自然に割れるのを待つ以外ない状態でした。

７ 〜 ９ 月の主な活動記録

7/ 14( 土 ) 万蔵院台・長久保緑地南側機械刈り、万蔵院
台〜第２緑地粗朶柵整備他（イタリア風卵
スープ・30 名参加 )
8/ 11(土・祝) 万蔵院台・長久保緑地の栗林機械刈り、タラ
の丘・第１緑地崖面手刈り、枯懸かり枝撤去
他（サラダとパン他・44 名参加 )
9/ 16( 日 ) （9 ／ 15 雨のため順延）長久保緑地のクズ
除去のあと機械刈り、第１緑地崖面・駐車場
整備、粗朶柵整備他（カレースープとパン、
ブルーベリー他・39 名参加）
8/16〜9月下旬まで毎日（悪天候を除く）
万蔵院台・長久保緑地の栗林整備・収穫作
業、延約 300 名参加、収穫計 約 430kg）

1 0 〜 1 2 月の主な活動予定

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
10/20(土) 万蔵院台〜タラの丘、第１緑地下草刈り、第
２緑地手刈り、道路側崖面・粗朶柵整備他
11/3(土・祝)万蔵院台・長久保緑地機械刈り他、作業後は
芋煮会＋被災地支援バザー
11/20(火) 北緑地下草刈り、ひなた緑地・竹林落枝片づ
け他
12/15(土) ひなた緑地全面機械刈り、長久保緑地落ち葉
掃き他
※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

★生栗 1kg（正味約 800g） 重曹大さじ 1・1/2
★[ 煮汁の材料 ] 赤ワイン 1 カップ 水 2 カップ
砂糖 500g

塩小さじ 1

① ボウルに熱湯を入れて栗を浸し約 15 分おいてから、渋皮
を傷つけないように注意して鬼皮をむく。鍋にたっぷりの
水、重曹大さじ 1 と栗を入れ、ひと晩おく。
② 鍋をそのまま火にかけて 5 分ほどゆでて流水で洗い、渋皮
の大きな筋は竹串などで取る。ふたたび鍋にたっぷりの水
をはり、栗と残りの重曹大さじ 1/2 を加えて 24 時間おく。
③ ②の鍋を火にかけ、沸騰したら一度水をかえて洗う。残っ
ている細かな筋は指の先でやさしくこすって取り除く。
④ 鍋にたっぷりの水と栗を入れ、40 分ほど中火でゆでてそ
のまま冷まし、傷つけないように栗を水からあげる。
⑤ 別の鍋に煮汁の材料と④の栗を入れ、紙ぶたをして約 30
分煮て火を止める。煮汁につけたまま 2、
3 日味を含ませる。

☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆長い間、懸案だったファームⅡと、それに続く西側斜
面地が、日野市の公式な方針に基づき本会で管理する
ことになりそうです。現在使用中の方は 12 月末まで

に片づけ、西側斜面の畑にはいったん何も残さず退去
願います。今後改めて測量・整地・区画割り等の作業
を行う予定です。耕作面積が広がりますので、新規会
員の勧誘を含め、皆様のご協力をお願いします。

☆３月まで NPO 法人やまぼうしが管理していた「風の

丘ファーム」も本会に移管され、従前の方に新入会員
として担当していただくことになっています。

☆上記２つの事項により、倉沢一帯の緑地と付随する耕
作地は、ほぼ本会での運営管理になります。いままで

以上に「市民の手で雑木林と畑が循環する里山を守る」
という理念が実現されます。元気で頑張りましょう。

☆日本中で「想定外」とか「数十年に一度」の自然災害
に見舞われ、つい数日前の大災害のことですら、次の
大災害で記憶が吹き飛ばされてしまいます。いちばん
危ないと言われている東京に暮らす私たちも、食料自

給を含め、災害への備えを怠らないことが大切ですね。

☆今秋の里山バザーでの収益金は、先日来の災害被災地
への寄付にしたいと考えています。商品の提供やカン
パなど、皆様のご支援ご協力をお願いします。

