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クマヤナギ（クロウメモドキ科） 

15年くらい前に第一緑地で1本見つけた時、はる子

さんと「いつか花がみたいね」と、保存目的で第2緑

地に移しました。3～4年前に桜井さんから「花が咲

きましたね」と言われて興味深く観ました。植物名

は、茎が熊の色に、葉は柳に似る（私はネコヤナギ

から考えてしまい似てないと思うけどドロヤナギが

身近にある人が似ていると考えたのでは？）とのこ

とです。 

疑問に思った葉を少し観察することにしました。葉

柄があり互生、卵状楕円形で縁に歯なしの全縁で葉

先は鈍く尖る。比較的堅い葉の表面は濃緑ですべす

べ、裏面は僅かに毛があり白色を帯びて中脈と斜め

に平行した7～8対の側脈がくっきりとわかります。 

ネットでは、健康食品として茎と葉を使うことや、

太い茎は馬の鞭や輪かんじき等に使うとか。また盆

栽としての案内もあります。 

今年は7月に緑白色の花と、赤い実（熟すと黒色）

が一緒に見られました。実は前年咲いたものが、

実ったものです。枝先と枝先近くにだす総状花序の1

個1個は小さく、虫眼鏡で見れば可愛くきれいだし、

実も素敵です。蔓性に近いが巻きつかない堅い幹を

いじってみたいです。              峰岸立枝 
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畑作は山登りに似て 

柿沼 恭介 

令和元年に入会した柿沼恭介と申します。登山が趣味

の44歳で妻と子供が３人です。三沢に引っ越してきた

のは、12年前のことです。以前から多摩丘陵をジョギ

ングし、倉沢里山の会のプレートが掲げてあるのを見

たことがあります。三沢の社宅にいて、小さな百草園

駅や図書館、多摩丘陵の存在が決め手となり三沢に

住むことを決めました。畑はなかなか縁がありません

でしたが、田村さんと知り合うこととなり、紹介してもら

いました。自然をこよなく愛していますが、畑は登山に

類似していることが多いと感じています。まず、自然の

中に身を置いていることです。静かな早朝、土の匂い

に満ちた呼吸は最高の一日の始まりです。登山の①

計画・②準備・③登降・④帰京の順でいくと、①次の山

はどこが面白いだろうか＝畑に何を植えたらいだろう

か。②行き先を絞り装備・食糧の準備＝土作りや作物

の植え付け。③登降と野営＝育てること収穫すること。

④登山の終わりの充実感と次の登山への期待＝収穫

の終了と次の作物への期待。登山の魅力の一つはわ

くわくが長く続くことですが、畑もまた然りです。また、

古いアイスハンマーやピッケルは土を耕す道具として

重宝しており、中古の山着は作業着として申し分あり

ません。畑一年生で、年間をとおして何をすればよい

のか分からず、土作りや育てることもまったくの素人で

す。会の先輩方の畑を観察することは勉強になりま

す。皆さんが声を掛けてくださ

るので、その都度教えてもらっ

てメモしています。台風で春菊

や大根の芽がぼろぼろにさ

れ、雹ですべてが枯れてしまっ

たり、思い通りになりません

が、これも登山と同じで、自然 

の前では小さな登山者は、ビ 

バークを強いられ凍えさせられます。子供たちは耕し

たり種を蒔いたり楽しいようです。糠漬けを食べるよう

になり、ますます健康な子供になりました。畑との出合

いにより日常から自然に触れ合うことができるように

なったことは、生活の上での大きな変化です。 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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 日本に棲む「キツツキ(ケラ)」には、コゲラ、アオゲラ、アカゲラ、ヤマ

ゲラ、クマゲラ･･･などがありますが、その中でもコゲラは一番小型で、ス

ズメほどの大きさの小鳥です。 

 小さいだけに機敏で、木の幹をクルリと廻ったかと思うとピョンと次の枝に

移る様子は、格子柄の半纏をまとった江戸の火消しの若者がハシゴ乗りの芸をしているように粋に見えま

す。 

小柄な割にはガッシリした脚と太い尾で身体を支えて、ハンマーのように木を

彫り続けるわけですが、その衝撃は大変なものと思われ、これがヒトであった

ら、たちまち脳味噌が崩れてしまうといったふうでありましょう。それをかわす

ために、クチバシの根元にクッション状の筋肉を発達させており、さらには、通

常の小鳥たちの数倍にも長く進化した舌で、頭をくるみ込むようにして守るとい

う工夫ができ上っています。また、飛び散る木くずなどから目を守るために、ク

チバシの根元の毛が傘のように広がっており、その上にゴーグルのような瞬膜を

開閉させているのが分かります。 

倉沢周辺の 

鳥たち 
コゲラ（キツツキ科）      写真と文 杉本研士 

英国での使い捨てプラ削減の動き 

       近藤 秀樹 

私たちの暮らしの中でレジ袋やペットボトルを

はじめ、多種多様なプラスチック製品が大量に消

費され、快適な生活を支えています。一方で適切

に処理されなかった廃プラスチックが公害として

問題を引き起こしています。イギリスで見た使い

捨てプラスチック（single use plastic）削減の

動きを報告します。 

マーケットで穀物類、ナッツ等のドライフルー

ツ、シャンプー・化粧品・洗剤等の量り売りの店

を見つけました。お客は持参の容器や袋の重さを

計り、商品を入れて、レジで正味の目方を計って

清算します。 

新聞報道ですが、ロンドンでは市内100か所の

駅・公園・マーケット等に給水ポイントを設置し

て、市民にマイボトルに補充してもらうことで市

民一人当たり週３本以上買っているペットボトル

を削減しようとする取り組みがあります。 

この報道をした新聞社の土曜版には、旅行、料

理、娯楽の別冊がついていますが、堆肥化可能物

質（ジャガ

イ モ の 澱

粉）製の袋

に入ってい

ま す。（使

用後は食品

ごみまたは

畑の堆肥床                        

に捨てよとの指示があ

り ま す）ま た Co-op 

(生協の店)では使い捨

てプラレジ袋の使用を

やめ、堆肥化可能な袋

に変更する、５年以内

にCo-opブランド商品

の容器は使い捨てプラ

スチックをリサイクル

可能なプラスチックに

変更すると発表しました。 

エコブリック(Ecobricks)という運動もあります。

洗って乾燥させたペットボトルにプラスチック容器

等を細かく切って中に詰めて棒でしっかり押し込む

とコンクリートブロック並みの強度があり、建築資

材として使用できます。孫たちが作っているところ

を見ましたが中に押し込むのに苦労していました。

使い捨てをやめるという決意を感じました。 

日本でもレジ袋の有料化やプラスチックストロー

の削減への動きが始まっていますが、身近なところ

から地道に取り組んでいきたいものです。 

量り売りのお店 
ロンドンの給水ポイント 
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 あのさくら色の上品

さ、華かさに魅了さ

れ、身にまといたい

と、だれもが思うこ

とでしょう。先人た

ちも、その色をその

まま衣に移しとりたい思いで、花びらで、樹皮

で、葉で、落葉でと、また採取時期を変えて、媒

染を変えてと、挑戦し、その文献は数多くありま

す。しかし、その色は赤みがかったり茶であった

りと、あのさくら色を再現するのは難しいとされ

ています。 

この春、風の丘ファームの整備ため、サクラの

枝が伐採されました。このサクラは田村はる子さ

んのお父様が植えられたそうですが、毎年、見事

な桜に心癒されています。「桜切るバカ、梅….」

とか言われ、染材

を得ることが難し

かったので、有難

くいただきまし

た。樹皮を剥ぎ、

細かくして（左写

真）数回煮だし、

その染液を加熱し

ながら、 熱しな

がら、布を約１時 

 初 め て の 野 菜 作 り   

大石 克則 

今年から妻の友人である新井さんに誘われ、ア

リスの丘ファームで畑を借りることになった。

野菜作りの経験は、庭でのゴーヤ、トマトそし

てニラのプランター栽培くらいだった。庭の土

は野菜作りには向いてないので培養土を買って

栽培していた。水は毎日やっていたが、あとは

化成肥料を時々適当にまいたくらいだった。そ

れでも結構収穫があった。でも、いざ畑での野

菜作りとなるとプランターの経験は役に立たな

い。先ずは土作りをしなければならない。腐葉

土、牛糞、馬糞は自由に使えたので３月に腐葉

土、牛糞、馬糞を入れ、更に、鷄糞を買って入

れた。多いほうがいいだろうと思い沢山入れ、

石灰もまいた。新井さんに相談し、いろいろな

種を通販で買ってもらった。ジャガ芋は種芋を

買った。種を蒔き、種芋を植え、あとは収穫す

るだけである。字数の関係で途中は省略し、７

月末時点での結果と反省点を述べる。 

成果を〇Χで表すと、大根、チシャ、小松菜、

レタス、コリンキー、トマトは○、ジャガ芋と

ズッキーニ、枝豆は思ったより少なかったので

△、えんどう、とうもろこしは×だった。 

間つけました。その後、媒染は、椿灰液に1時間浸

しました。少しさくら色を含む樺色（かばいろ）の

素敵な色に染めあがりました。（下の写真左）草木

染を学び始めた頃、染めあげたい色を、いかに現せ

るかという、植物からの挑発ともいえる課題にすっ

かりはまって色々試していました。 

その頃に文献で知った、夏の陽をたくさん浴びた

紅葉前の緑葉で染めてみました。早朝に摘み、すぐ

水から煮だしていく。４～５回熱煎し、その染液を

一晩おいてから加熱し、糸を１時間浸ける。媒染は

椿灰液を使いました。今まで試した中で一番さくら

色に近い色に染められました。（下の写真右）ま

た、風の丘ファームの整備の時に同時に剪定された

椿の枝葉をいただき、畑の真ん中で燃やし作った灰

を、媒染液に用いました。ピンク系の色出しには椿

灰液が適しているようです。一本の植物には、目に

見える色だけではなく、色々な色を持っていて、布

を染め上げ、

輝かせてくれ

る。そんな神

秘さと奥深さ

に、一本一本

の植物たちが

愛おしくさえ

思えるので

す。 

里山の 

色 彩 

草木染の染料と植物たち 

３ 

サクラ（秋に染める）            杉本 とも子 

反省点は以下

の二点である。

ジャガ芋は、て

んとう虫だまし

に葉を食われて

しまい、穴だら

けになった。葉

の裏をみると米

粒にクロカビが

生えたようなものがびっしり付いていた。テントウ

ムシダマシの幼虫だ。潰すと黄色の液が出た。毎日

プチプチ潰した。潰しても潰しても次の日にはまた

付いていた。結局、半分くらいの葉が食われてし

まった。成虫は捕殺していたが同時に卵も探すべき

だった。また欲張って間隔を十分取らなかったこと

もよくなかった。でも、幸いに収穫は結構あった。

とうもろこしは、細く実が少ししかない。原因は天

候か肥料不足か？堆肥は栄養源としては小さいみた

いなので、次は化成肥料も一緒に利用してみたい。 

最後に、初めての野菜作り、低温、雹、日照不足

など自然相手の厳しさも体験し、期待通りには行か

なかった。でも、周りの人々が親切に教えてくれた

ので、野菜作りの楽しさが分かってきました。どう

もありがとうございました。 
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事務局 

梅雨時に入り、物置の中に雨水が侵入、このまま

では道具類が錆びたり傷んでしまう、どうしたも

のかと思案していました。そんな時、会員の中で

腕に覚えのある方が3人いらして、修理を引き受け

て下さいました。この小屋は環境緑化協会が、炭

焼きのために建てたもので、すでに30年は経って

います。屋根からは雨漏り、床は底抜けで、もう

ボロボロでした。それを一からなんと綿密な設計

図を描き、材料調達から修理まで、この間定例活

動日以外にもコツコツとやって下さり、見事完成

致しました。もう雨が降っても大丈夫です。この

ような仲間がいることに感謝せずにはいられませ

ん。これからも大切に使用します。本当に有難う

ございました。9/15より、今度は炭焼き小屋の修

理をお願いして、5名となり坂田さんリーダーとし

て、最強の修理班となります。完成が待ち遠しい

ですね。高所ですので、怪我に気をつけて慎重に

どうぞよろしくお願い致します。 

 

各回の持物：バンダナ、手袋、スタンプ帳、飲料水 

各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌

日（緑地の状況により内容を変更する事があります） 

10月13日(日・祝) 第一・長久保緑地の機械刈り、六地

蔵緑地草刈り・植物保護区の手刈り 

11月3日(日・祝)  北緑地・第2緑地・道路崖面整備＋バ

ザー(不用品を里山で販売してみませんか） 

11月20日(第3水) 長久保緑地草刈り・ひなた緑地落ち

枝片づけ 

12月14日(第2土) ひなた、竹林整備、長久保落ち葉掃 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆7月トウモロコシの収穫時期に、会員の畑で、動物(アラ

イグマ？）に食べられた跡があり、被害甚大でした。 

ブルーベリーもなってるはずが、いつ見てもならず、よく

見ると網が破られ、動物に食べられていました。定例活

動日に毎年出していたのが、今年は少なくて残念です。 

☆万蔵院台緑地にオオスズメバチの巣があり、8月、9月と

会員の2名が刺されました。黒い服は避けましょう。 

☆いつも鎌を研いで下さっている杉本研士様より梯子を３

脚ご寄付頂きました。里山活動で大切に使用させて頂き

ます。いつもありがとうございます。 

物置・炭焼き小屋 の修理 

10月～12月の主な活動予定 

7/10(水） 植物保護 長久保緑地の外来種駆除（ヒ

メジオン、セイタカアワダチソウ、ブタナ）

クズは外来種ではないが、繁殖力旺盛で他の

植物を覆ってしまうので、駆除の対象。機械

刈りがし易いように枝を掃う。帰りに道路際

のガードレールにハチの巣が2つもあり、夕

方駆除する。子供たちが通る道路沿いなの

と、機械刈りの方が、ハチに刺される可能性

があり、事前に察知し駆除しておくのも、重

要な仕事です。 

    タラの丘の外来種（オオブタクサ抜き）他に

はクズ取り、トコロの種類がトリカブト、ヤ

マユリなどに巻き付いているので、ツルを除

去する。今回は杉本隆さん・とも子さんご夫

妻の手作りによる保護棒を使用、事前に沢山

お作り頂き、感謝です。（11名参加 おやつ

ゼりー・梅ジュース） 

7/14(日) 雨のため、翌日に実施、当日も10時直前ま

で雨でしたので、参加者が減少、それでも37

名もの方が雨合羽を着て草刈りに協力して下

さいました。万蔵院台緑地崖下、アリスの丘

の駐車場、ブルーベリー畑の草取り、山田さ

ん宅前の粗朶柵の手入れをやりました。 

    タラの丘は機械刈り6台で実施、すぐ下が崖    

地で家があり、草が飛散して苦情が来る。飛

ばないように2人で飛散防止の布を持って

やったにもかかわらず、隙間から飛んだよう

です。すぐに謝りに行き、庭をきれいに掃除

して対処しました。栗の木が石坂ファーム側

に倒れて、苦情が来たので、ノコギリで伐

り、即対処しました。長久保緑地の機械刈

り、6台で実施、道路側から見て奇麗にな

る。（菓子パン・37名） 

7/20(土) 前回の活動時に、刈り払い機の故障があ

り、機械班の宮﨑さんが4台のエンジンの調

子をみて下さいました。そのうちの1台は手

におえず、修理に出してくれました。 

8/17(土) 第一緑地・タラの丘機械刈り、第二緑地手

刈り、倉庫修理（菓子パン・47名参加） 

9/11(水) 植物保護 台風で倒れた竹を利用して、伊

東さんが、沢山の手作りの植物保護用の竹を

用意して下さり、感謝です。（菓子パン・ゼ

リー・シソジュース・梅ジュース・11名） 

9/15(日）タラの丘・長久保緑地・第2緑地周辺の機械

刈り、ブルーベリー畑手刈り・長久保のクズ

取り、炭焼き小屋修理着手5名(菓子パン・梅

ジュース・シソジュース・53名参加） 

9/29(日） 倉庫内の機械他備品の棚卸（幹事8名） 

7～9月の主な活動 


