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　このニュースのタイトルに「アリスの丘」とともに「風
の丘」と入っていることを「？」という方もおられたと
思います。このニュースは、私たち事務局が里山保全活
動を始める前に民営の「レジャー農園」のミニコミ紙だっ
たものを 2000年に会報として引き継いだからです。
1994年ころ、風の丘もアリスの丘と同時に開設され、
民営の「レジャー農園」として運営されていましたが、
2002年に我が家の相続に伴って日野市に他の緑地とと
もに寄付する決断をし、いったん閉園となりました。ちょ
うどそのころ立ち上がったＮＰＯ法人に障がい者福祉の
一環として管理を託すこととなり、私たちは泣く泣く手
を離すことになったのです。風の丘は心地よい風が通り、
第 1緑地と一体となっていて、春には見事な桜をアリス
の丘からも眺められる素敵な丘に復元し、ほぼ倉沢里山
の本来の姿に戻りました。おかえり「風の丘」！！
　もうひとつ、里山には似つかわしくなかった工場の撤
退後、民有地であるその跡地を本会が借り受ける際にも、
地主さんと何度も折衝を重ね、会が運営を任されること
になったのはそれまでの実績が高く評価され信頼につな
がったからだと思います。当初は「こんな土地が畑とし
て使えるの？」という声も多く耳にしましたが、わずか
な間にアリスの丘ファームⅡとして耕作地に変貌を遂げ
ました。2009年に 20年間全面コンクリートで覆われ
ていた敷地を農地に再生するハードな作業にあたっては、
多くの皆さんが協力してくれました。一度工場が建った
土地が、耕作地として再生するという事例は日本じゅう
を見ても稀有なことだと、外部からの見学者には誇りを
もって説明していますが、こんなことがあちこちで見ら
れるようになればすばらしいと思い、あえて強調するよ
う心がけています。

　そして、2014・15年と立て続けに地主さんの相続が
起き、倉沢里山を愛する会として、西側の斜面地を含め
たファームⅡの土地全体の市有化を強く要請してきまし
た。それから足かけ 5～ 6年のときが経過しましたが、
この春ようやく私たちが提案した形が現実のものとなり
ました。アリスの丘ファームⅠとⅡは、中央通路をはさ
んで完全に一体化し、かつて建設資材を満載した大型ト
ラックの出入り口であった舗装通路もファームの運営上
使い勝手のよい共用スペースになりました。
　21世紀の初めに私たちが始めたことがきっかけに
なって近隣農家の緑地寄付が数件続き倉沢周辺の樹林地
はほとんどが私たちの管理のもとに入ったこと。その緑
地の一要素としてファームを位置づけることができたこ
と。倉沢や百草谷戸で民有地を耕作地として再生し公有
化までできたこと。こうしてまた将来の緑地の拡大に光
が見えてきていること。私たちが当初何の根拠もなく漠
然と描いた絵が、いまこうして現実となり、さらに次の
展望にまで広がってきたこと。あわせて地域の新しいコ
ミュニティのあり方として本当に素敵な仲間を得ること
ができたこと。すべてが何物にも代えがたい喜びになっ
ています。皆さん本当にありがとう！！
　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局・田村裕介）
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測量を終えた「風の丘」で境界杭を
打って、ロープを張る作業中

アリスの丘ファームⅡよろしくね！！

おかえり「風の丘」！
！



 　長久保緑地に立
派な枝葉を広げた
ビワの木が１本あ
ります。その葉は
民間薬として会員
の皆さんに愛用さ

れているようです。ビワは常緑の小高木で、果実のお
いしさはよく知られています。 　
　染材には通常、ビワの樹皮、枝、葉を用います。葉
は 1年じゅう採取できますが、新葉より古い葉のほう
が濃い染め色が期待できるので、私はおもに 1年以上
たった肉厚で濃い緑の古葉を使います。古い葉はかた
いので、 素手でちぎるのは大変ですが、裂くようにし
て細かくします。葉を水に入れて熱煎し、20分ほど
加熱して色素を抽出した染液（１番液）を取り、新た
な水を入れて加熱を繰り返します（色合いによって 5
番液まで取る）。この加熱時間はそれぞれ 20 分ほど
ですが、樹皮などは 1 時間熱煎することもあります。 
　さて、草木染には、染液につけて糸や布に色素を染
み込ませ、色を定着させるために媒染液に浸す工程が
あります。媒染することで、色止めして色素が繊維に
しっかりからみつくことに加え、発色の効果も得られ
ます。赤ジソの葉でジュースなどをつくる際に、煮出
した液に酢やクエン酸を加えたとき、くすんだ紫色が
パッと鮮明になることを経験されておられる方も多い
と思いますが、媒
染でもこれと同様
の化学反応が起き
るのです。私は媒
染にミョウバン液、
草木灰液、酢にさ
び釘を入れ煮てつ
くる「おはぐろ鉄」
の３種を使ってい

ます。廃液として流す液体が環境に悪いものであっては
いけない、とわが師から強く注意を受けていましたが、
この３種だけでも濃度、浸す時間や回数によって発色す
る色合いが違うので、染め上がる色の可能性は無限です。 
　また、草木灰では灰となる草木によっても発色が違っ
てきます。私は伊豆大島からツバキ灰を取り寄せて使っ
ていますが、ピンク系の色がより鮮明に発色します。こ
れもまた自然界のミステリアスなところ。ビワの葉から
取れる染液は濃い茶色ですが、その中からその色だけを
まとってきたのかと思
えるほどきれいな「撫
子色」や「桜色」、とき
にはオレンジの色合い
が入った＊東雲色（し
ののめいろ）＊ となった
糸が現れ驚かされます。 
樹皮の染液で染めたと
きに現れた＊緋色（ひ
いろ）＊には感動の声を
出したほどでした。 
　先日、田村さんから
庭のビワを剪定した葉と花をいただきました。花を大量
に染材として使える機会などめったにありません。うれ
しくて、花と葉を分け別々の布で染めてみました。花か
らは＊金茶（きんちゃ）＊に、葉からは数 100 種ある和
名でも表せない淡い「小豆色」に染まり、初めて見る色
に驚いてしまいました。現れた色は二度と再現できない
のです。まさに草木で染めた色とは「一期一会」、私を
とりこにしている草木染の大きな魅力です。
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ビワ 杉本　とも子

＊東雲色（しののめいろ）＊　夜明けの東の空を思わせるよう
な明るい黄赤色のこと
＊緋色（ひいろ）＊ 　少し黄色みのある鮮やかな赤色を指し、
平安時代には、紫につぐ官位に用いられた高貴な色でした
＊金茶（きんちゃ）＊　金色に近い赤みのある茶色

＊草木染で使われる日本古来の色の名前＊

葉で染めた桜色と淡い小豆色の布。
さまざまな要因でこんなに染め色が
違う。もう１枚は花で染めた金茶の布

の
里　山

色　彩
   草木染　　 　染料と植物たち

2

①

　ミニバスの「百草園住宅南」バス
停の脇、倉沢川が細くわずかな開渠
になっている土手にしっかりと根を
下ろしている見事な桜をご存知で
しょうか。

　30年近く前に峰岸立枝さ
んがあの場所に桜を植えたい
と言い、田村はる子さんが万
蔵院台緑地で見つけた実生の
幼木を提供したものが、いま
では道行く人の目を楽しませ
る美しい立派な大木に成長し
ました。この桜は、咲き始め
は白っぽい清楚な色ですが、
徐々にピンクの濃さを増して花
が散るころまでに華やかな変化
を見せてくれ、毎年楽しみにそ
の季節を待っている方も多いの
です。会員の塙明子さんが素敵
な写真と絵を寄せてくれました。

　はるこ・たつえ桜



あちこちする黒っぽい影を追えるのは運のいいほうで、
写真に収めようとするとなかなかに大変です。メジロ
のほうはくすんだ黄緑色で、丸っこく、かわいらしい
印象。なによりも、目の周囲がキクの花のように、くっ
きりと白く縁取りされております。写真をご覧になれ
ば一目瞭然です。
　江戸時代には「鶯品定めの会」というのが盛んで、
それぞれに手塩にかけたウグイスを鳴き競わせ、一等
賞を取るのはたいそうな名誉だったそうです。ある年、
本郷に住む味噌屋さんが、近くに江戸屋敷を構えてい
る加賀百万石・前田の殿様が出品したウグイスを打ち
負かして優勝したということで興奮し、「鶯や百万石も
                                            　　 　 何のその」と
　 　 いう句をつ

くって評判
になったそ
うです。
　士･農･工
･商のしばり
のなか、よ
ほど痛快だっ  

       　たのでありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　      しょう。

　中国から渡ってきた「花札」
の図柄から「花にウグイス」
という組み合わせが決まりに
なってしまっていますが…梅
は早春に咲き、ウグイスがき
れいな声で鳴き出す晩春のこ
ろとは時期がずれています。
それに、ウグイスは果汁や蜜
は好まないようです。蜜を目

当てに梅の花を訪れてくるのは「メジロ」のほうで、「梅
にメジロ」はよく見られます。そんなことからも、ウ
グイスとメジロはよく間違えられるのでしょう。
　ウグイスは緑がかった暗い茶色をしており、全体に
シャープな身体
つきをしてい
ます。警戒
心が強く、
目の前のヤ
ブで、澄ん
だ鳴き声が
とどろいて
いるものの
姿は見えず、

夏

倉沢
周辺の
 鳥たち

写真と文 杉本研士

ウグイス

留鳥
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里山の植物誌（87） ヒメオドリコソウ（シソ科）

　登山が自らの脚で登るものから、テレビ視聴に代
わってもうだいぶたちます。かつて夏山に登って愛で
た多くの草や木が色づく姿は実際には見られませんで
したが、テレビを通して紅葉する秋山の美しさを観る
機会が増えました。草紅葉の是非を脳裏に置くように
なったからでしょうか、今回選んだのは、通常、赤紫
色がかりますが、寒暖の差で色づきが違ってくるヒメ
オドリコソウです。
　長久保緑地に行くと、緑色はハコベ、イヌフグリ、
ハルジオン、カラスノエンドウなどが見られ、紅葉し
ているのは赤の美しさに見とれてしまうロゼット状の
ギシギシやオニタビラコ、ヤエムグラ属、ヒメオドリ
コソウなどが繁茂しています。
　オドリコソウ属にはヒメオドリコソウのほかオドリ
コソウ、ホトケノザが身近でみられ、たしかに花の形
からは「踊子草」と和名で言われるとさもありなんと
思います。3種のうち、オドリコソウは茎の上部の葉
のつけ根につく花は大きく、数も多いのでいちばん美
しい多年草です。
　ヒメオドリコソウは名前の通り、花も小さく（＝姫）、

花のつき方も異なります。花は他の２種に似て唇形。
葉のつけ根から筒状に伸びており、また蜜のありかが
わかるような濃い模様で、花の存在をアピールしてい
るようにも見えます。花 1つに 4個の種子ができ、
アリによって散布されたりして生育地を広げます。
　オドリコソウとホトケノザが在来種なのに対して、
ヒメオドリコソウは、明治 26年に東京の駒場で発見
された帰化植物。畑や道端などで群生が見られます。
花期の全体像からはクリスマスツリーを連想させられ
ます。短毛のある四角柱の茎に、葉は長い柄のある卵
形で対生している部位が目立ちますが、観察すれば３

種にはその他の
同異が多々あり
ます。ホトケノ
ザとともに 2年
草です。　身近
に咲いています
ので観察してみ
てください。　
　　（峰岸立枝）

どっちがウグイス？　
  こ

っ
ち
 ↑
は
 メ
ジ
ロ
。 
  こ

っち
    が ウグイス↓
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1～３月の主な活動記録 ☆☆☆☆☆　事 務 局 か ら　☆☆☆☆☆1/  9 ( 水 )

1/26( 土 )

2/23( 土 )

3/16( 土 )

＊2/ 8～2/21の間の計10日＊

 

　

万蔵院台・第１緑地の枯損木他伐倒・粗朶片づ
け、アリスの丘果樹剪定 /日野市緑と清流課
と協働（おやつ・午前と午後で延65名参加）
万蔵院台落ち葉掃き、第１緑地・アリスの丘伐
採木の玉切り・片づけ他（七草粥・39名参加）
（悪天候で中止した2/10の振替）アリスの丘
ファームⅡ・風の丘伐木・粗朶片づけ、万蔵院
台落ち葉掃き他（鮭の粕汁・50名参加）
万蔵院台落ち葉掃き、薪割り体験、伐木・シイ
タケ原木収集他（カレースープ・60名参加）

アリスの丘ファームⅡ拡張・風の丘ファーム復
活の準備、笹刈・伐木、測量、区画割り、杭打ち、
ロープ張り等作業（幹事を中心に延40名参加 )

4/20(土)

5/11(土)

5/21(火)
6/ 8 (土)
6/19(水)

4～ 6月の主な活動予定 

☆ニュースの１ページ目で報告したようにファームⅡの
　西側斜面地の拡大部分および風の丘ファームの整備・
　測量・区画設定等の作業にあたっては、寒い中幹事を
　中心にご協力いただきました。おかげさまで予定通り
　利用可能となりました。ありがとうございました。
☆上記の拡大部分については行政の書類上の手続きに時
　間がかかるので、近日中に暫定的な覚書を交わし、そ
　の後正式にパートナーシップ協定に盛り込む予定で日
　野市と合意しています。
☆百草谷戸の六地蔵近くの草地(約1,000㎡)も、ファー
　ム拡大と同時期に本会の管理下に入ります。ひなた緑
　地と同様の手入れをすることになりますのでご協力お
　願いします。
☆管理範囲の拡大もあり新しい会員も増えています。皆
　さんで声をかけ合うなど、よろしくお願いします。
☆緑地内のあちこちに、作業の際に余ったプラ杭が置い
　てありますが、これはいずれ更新などで使うために取っ
　てあるものです。個人的に土留めなどには使わないで
　ください。共用部分の補修のためなどに使用する場合
　は事前に事務局に声をかけたうえでご利用ください。

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

活動報告会、刈払い機基礎講習、クズ・外来種
除去作業、シイタケ植菌体験他
万蔵院台とその周辺・タラの丘、畑の周囲、住
宅側下草刈り他
長久保・第１緑地道路沿い草刈り他
万蔵院台・長久保緑地下草刈り、粗朶柵整備他
北緑地、第２緑地周辺の草刈り、長久保クズ除
去作業他

　新年度に入り、皆さんのご協力のおかげで前年度もな
んとか会の使命を果たし、さらに新しいフィールドも動
き始め、ほっとしているところです。
　本会の公式定例活動は年間 16回ほどですが、事前に
行われる植物保護活動のほか、イベントの準備なども入
れると 30回以上の作業日があります。この植物保護は
単に希少種に赤テープをつけるだけでなく、機械が作業
しやすいように落ち枝を片づけたり、機械では入れない
場所の手刈りなど、本番以上にハードな仕事をすること
も多くあります。参加回数にカウントもされますが、数
人での作業日が多いのも実情です。
　2018年度の実績で、活動参加回数１位から同率 10
位までの方々は築地さん、椎塚さん、新井さん、三石さん、
秋元さん、伊東さん、東谷さん、田中さん、横田さんで
した（会長、事務局を含む。参加カウントは、家族単位
の延べ回数）。10位までの会員にはご希望の里山の産物
を差し上げたいと考えています。
　一方、ここに名前が挙がらない人にも会への貢献度が
極めて高い会員がたくさんいるということも忘れてはい
けません。活動の下見やリーダーを務めてくれる幹事は
もちろん、ファームや緑地周辺を回って投棄ゴミを集め
てくれる三浦さん、労をいとわずおからや鶏糞などの面

倒を見てくれる井坪さん、毎日トイレを清潔に維持し季節
の花まで飾ってくれる富塚文江さん（倉沢里山のトイレは
市内の公共トイレの中でいちばん美しいです）、そしてこ
のニュースの編集をやってくれる小泉さん夫妻等々、きり
がないくらい皆さんの協力を頂いています。
　ボランティア活動は自発的にそれぞれができることをや
るのが基本です。会員の中には、自らの体調が悪い、家族
の介護をしている、まだ現役で仕事をしている、など事情
は個々に違います。そんななか、現在の本会の状況はすご
いことなのだと思います。水面下で会のことを考え全体の
地ならしをやってくれている人がいることに感謝し、環境
保全と地域コミュニティという会の共通理念の下で、各会
員ができることを地道に続けて行けば、さらにすばらしい
会になっていくと確信できます。（事務局・田村裕介）

活動への 参加状況につ
いて


