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里・山・万・歳!!

濁川

直樹

3月から再度この里山で野菜を作っています。
と言うのは17年前に妻が野草の会で峰岸・田村
両夫人と面識があり、そのお陰で入会。畑も借
りることが出来、さつま芋、ネギ、畑の先輩よ
り分けて頂いた食用菊やニラ等を植え収穫を大
いに楽しみましたが、1年で畑の返却となりまし
た。それは子供の頃、新潟の遠縁から庭で獲れ
た柿が届き、米の北限に住んでいた私は内地で
はこんなに旨い物が庭で出来るのかと羨望の念
を抱き続けていました。そして定年後の果物作
りの夢が膨らみ、本州では温州ミカン以外は全
て栽培可能と言われる甲府盆地の勝沼で土地、
居宅を得ました。果物作りは15年間と決め、ブ
ドウ・桃を主にリンゴ・梨・柿等を植えまくり
ました。初めの数年は時間的余裕も多く、繁忙
期には近隣・知己の手伝いもしていましたが、4
～5年経つと果樹も育ち一人では手に負えずス
キー仲間に助けてもらい何とか予定通りに果樹
農業を終えることが出来ました。
その間も、この会の作業日には年間最低1回は
参加できましたので、お願いして復活となった
次第です。今回は野菜の種撒き、植え付け直後
に雹にやられやり直し、収穫直前のとうきびが
小動物の餌に、落花生はカラスの餌に軟白中の
ネギ畑が大雨で池になったりと散々でした。で
も同じ被害に遭った人々と慰めあい今後の対策
等を話し合うのも楽しいものですね。会の活動
では、筍掘り(竹林整備)と栗拾い(栗イガ片付
け)を初体
験出来まし
た。収穫直
後の筍、栗
を分けて貰
い、その日
のうちに戴
く贅沢が出
来ました。
この里山で
は他に梅や

ブルーべリー、ビワ等の果樹もあり、活動日には
果実やジュース等を戴けます。約2時間の作業は、
つらい時もありますが、希少植物の見分け、刈り
払い機・チェーンソーの使用方法等親切に教えて
もらえました。私にとっては楽しく、有意義な活
動が出来、里山様々です。

カラムシ（イラクサ科）
「この植物は？」と言われ
て胸が騒いだのは、昭和
の戦争時期小中学生で
『ボクラ小国民』として学
校より採集させられたか
らです。
小国民は、欲しがりません勝つまでは授業も無しで、
農村ならば銃後の人手不足代わりの労働（松根油掘
り・用水掘り・出征兵士宅の農作業）等をし、出征する
身内の者にも生きて帰れというのは不名誉なので｢…

の御為に死ねと教えた父母の…｣と、声高らかに歌っ
ていた一国民でした。
衣類不足の補給に、クワの枝（畑作で低木）や川端
に自生するカラムシ・アカソ等を採り、学校へ持参しま
した。裏面に綿毛あればカラムシ、無しはアオカラムシ
でカラムシ属唯一葉は互生、ともに葉の付け根から花
穂を出すと図鑑などにある。長久保緑地のはカラムシ
であるが葉の付け根から小枝を出す。近くに葉の根元
や小枝に花穂があるのもあるので何かと調べてみた
が解らない。わが国ではカラムシ属は丈夫な繊維とし

て織物や紐・縄・等に使用するため、六千年も前から
栽培されてきたので逸出も多い。雄花と雌花は別で結
実もよく効率的な種子の散布、地上部は枯れても根が
残る植物であることも加えて、独立・変種の扱いや名
づけは難しいようです。

（峰岸立枝）
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食べることは、生きること
野村タマミ
昨年の2月から倉沢里山を愛する会の会員にな
りました。5年前の体調不良から食べ物に関心を
持つようになり、自分の食べ物は自分で作りた
いと畑を探し始めました。井坪様の紹介で、里
山を愛する会の事を知り、自然の大好きな私に
とっては興味深く、畑も借りられるとの事、早
速田村さん夫妻に里山を案内して頂くと、何処

か懐かしい記憶が甦り、土のいい匂いに即入会
を 決 めま し た。念願 の風 の 丘も 借 りる 事 が出
来、大 喜 び で す。自 分 の や り た い 事 な ん だ っ
け…？食卓に命を繋げる事、食卓に載せる野菜
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一年目はあ まり育たなくても、そ の中の１番良い野菜か
ら自家採種し、選抜と自家採種によってその土地に合っ

た種が新たに育くまれていきます。固定種を育てら
れると言う事は、有機、無農薬栽培、無肥料栽培に
向いてると言う事で、土を自然のまま生かせる事に
も繋がります。また、土は生命の源、1cmの土が出来
るには100年もの年月がかかるそうです。
自然に感謝、土に感謝し、今ある命を絶やさないよ
うに繋げたいと思い、少しだけこだわっています。
最後に里山活動や、植物保護も私の楽しみの一つ
です。共同作業の爽やかな汗と青空の下での食事、
おやつは格別なものです。倉沢里山の命を次世代の
子供達にしっかり伝えて行けるよう、これからも活
動に参加してゆきます。宜しくお願いいたします。

の一品を固定種にしたい。（私達の貴重な遺産
である野菜の多くが絶滅してしまわないよう
に…）。今の食卓が豊かになったのは、F1種の
おかげでもあります。今の流通の殆どがF1種で
す。ただそのF1種は一代限りで、種取りは難し
く、最近では雄しべが退化し、花粉のない異常
な花が咲く野菜が出回ってるとか…食卓が心配
でなりません。固定種を栽培することが出来る
のは、家庭菜園ならではないでしょうか。

倉沢周辺の
鳥たち

カラス

写真と文 杉本 研士

日光へ行ったことがあります。高名な滝や、きんきらに積み上げた建物には
あまり感心しなかったけれど、杉並木を通り抜けながらのタクシーの運転手さ
んの話が印象的でした。観光客がハトに買い与える餌や残し物でうるおったた
めらしく、日光の周辺にカラスがひどく増え、土産物店が狙われてキラキラ光
る売り物が持っていかれるようになり、やがて観光客の帽子やペンダント、と
うとうイヤリングまでを狙って急降下するものが出はじめたのだそうです。
観光協会が、百羽ほどを間引いてくれるように地元の「猟友会」に申し入れると、「お安い御用！」という
二つ返事。ところが、いつもは平気でヒトに近づくカラスたちは、銃を見るとはるか遠くに離れてしまい、そ
れでいて、クワやサオを担いでいる人の近くにはくろぐろと群れて遊びます。「散弾銃」となると、瞬時にそ
れと見て取って敬遠してしまうのです。
一ヶ月の間に、猟友会が間引きできたのは、わずかに一羽でありました。それも、フロシキで包み込んだ銃
を抱きながら自動車の助手席に乗っていて、ガードレールの杭にとまっていた相手を走り抜けざまに流し打ち
したのがうまく命中したのだそうです。「お安い御用」の結果がこれでありました。
鳥類の中で、カラスは一番知能が発達しているとされています。道路に置いたクルミを自動車にひかせて殻
を割る。公園の蛇口をひねって水を飲む。スベリ台で遊ぶ。巣を排除した
りしたヒトの顔を認識して仲間にも伝達し、集団で攻撃することもある。
自分たちの子育てを守るために要所要所に見張りを配置し、トビが現われ
ると荒々しく呼び交わしながら迎撃に向かい、空中戦のあげくに追い払
う。私もその空中戦を望遠レンズの視野に捉えたことがあります。
一方、妙に義理堅いところがあって、「やあ、こんにちは。元気？」な
どと挨拶を繰り返すと、その家の生ごみを荒らさなくなるということで
す。ヒトの生活のこぼれ物で繁殖しながらも、受けて立つというようなと
ころがあり、これからも逞しく繁栄しそうです。
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私の野菜作りの経緯と
今後のチャレンジ
都留

千昭
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入会後、慣れない新人にメンバーの皆さんが非常フ

レンドリーに接してくださり、色々と情報やアドバ
イスを頂きました。こういった雰囲気は先輩会員の
方々が醸成してきたものであり、新人会員にはあり
がたくやる気にも繋がります。

小林さんの奥様と家内が同じ絵画サークルの仲

今年の夏は茄子8株、トマト6株、オクラ8株、ピー

間であったことが縁で紹介してもらい入会しまし

マン4株を育て収穫量はそれぞれ200本、95個、120

た。この農園を最初に訪れた時、住宅地の直近に

本、135個と１年目にしては上々と思っております。

これだけ広く、必要不可欠の設備（散水用水、駐

ただ、茄子、ピーマンついては想定したほど大きく

車場、ﾄｲﾚ等）が整備されていることに驚きを感

ならなかったので、今後、連作障害対策や肥料の種

じました。

類や量の調整等いろいろ工夫を加えながら、充実し

元々体を動かすことが好きで、１２～１３年前

た納得できる菜園にしたいと思っています。育てた

に市の貸農園で野菜作りをしたのが家庭菜園に興

野菜を家族やおすそ分けした方に喜んでもらえる

味を持った発端です。この貸農園が閉園になった

と、暑い中での作業も報われます。

後、市の広報で募集を見ては現地を検分したもの

最近里山が所有者の高齢化な

の、水や駐車場、トイレ等に不便があり諦めまし

どにより手入れが行き届かず荒

た。自宅で水耕栽培やプランター栽培にも挑戦し

廃が進んでいるという話を散見

ましたが、想定したほどの収穫はなく断念。この

します。実際草刈りをしてみた

頃から庭に作った小さな菜園ではそこそこの収穫

時、少人数では難しいことを実

がありやはり野菜は地植えが最良であることを痛

感しました。これからも定例の

感。もっと広い所で野菜作りをしたいと思ってい

作業に積極的に参加しながら野

たところにタイミング良く冒頭の小林さんからの

菜作りも色々チャレンジしてみ

紹介を頂き、即入会し待望の菜園を借りることが

たいと考えています。

できました。

里山の
色 彩

クヌギのドングリ

秋の深まりととも
に、里 山 に は ド ン
グリが 落ちてい ま
４
す。子 供 た ち が 小
草木染の染料と植物たち
さ か っ た 頃、陽 射
し溢れる公園で、それぞれが持つビニール袋に
ドングリを競いながら拾う。そして、「ドング
リころころドンブリコ・・」という童謡を歌い
だす。そんな光景を懐かしく思い出します。
拾ってきてくれた沢山のドングリで、染められ
ないかと、試してみました。ドングリの「袴」
「帽子」は、色々違って呼ばれているようです
が、私の地方では徳利の袴をイメージしたのか
「袴」と呼んでいます。この「袴](写真右)で染
めてみました。染め方はごく基本的な方法で
す。熱煎を３回繰り返し、茶黒い染液をとりま
す。染液に布を浸し、20分間の煮染めを数回繰
り返します。回を重ねるごとに、茶色の色は、
黒味が加っていきます。その後、ミュウバン液
を 媒 染 に 使 い、一 時 間ほ ど 漬 け 込 ん で お き ま
す。絹糸、布は黒茶(写真左)に染まりました。

杉本とも子
茶系は、江戸時代の頃から「四十八茶」といわれ、
赤味がかった、黄味がかった、黒味がかった、茶色が
数多く、それぞれ色名がついています。（日本の色辞
典・著者吉岡幸雄より）どの色に近いのか、数冊の文
献を探しましたが、一致する色名はありませんでし
た。これが草木染の奥深さ、楽しさともいえることな
のでしょう。「48種もある」と言われていても、染め
るたびに、色合いは違っており、その数は48をはるか
に超えることでしょう。
まさに「一期一会」の色との出会いになります。

クヌギのドングリでは「袴」を
使って染めます
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倉沢里山を愛する会の存在
海城中学校二年 小林将太朗
倉沢里山を愛する会とは、緑サポート八王子と同
じく里山保全を目的としたＮＰＯで、最も都心に近
く且つ東京日野市内に残された最後の里山で、極め
て貴重となっている百草倉沢地区の里山を出来るだ
け現在の姿のまま後世に残すため、この里山の中心
にある日野市所有の倉沢第一・第二・万蔵院台・北
の各緑地、更に2007年から2008年にかけて新たに拡
大したひなた緑地・長久保緑地の、合計約４haに及
ぶ雑木林や、会が運営している市民農園「アリスの
丘ファーム」を中心として様々な活動を実施してい
る。また、活動による地域の活性化や市民のコミュ
ニケーションの活性化を図ることも目指していると
いう。
倉沢里山を愛する会の設立の経緯については、
2000年４月に有志数人で活動を始め、2001年に1年
間の実績を踏まえ会として新たに発足したという。
また、倉沢里山を愛する会は市とパートナーシッ
プ協定を結び管理を任されている。土地のほぼすべ
てが相続の際に地権者から寄付された緑地なのだそ
うだ。そのため、「倉沢里山を愛する会の管理範囲
概要」からも分かるとおり、保有する緑地が所々に
あり、緑地間の車での移動が絶えないという。
倉沢里山を愛する会の入会条件としては、倉沢里
山を愛し貴重な緑を残したいという方なら誰でも入
会できる。では、倉沢里山を愛する会の活動につい
て話していこうと思う。
倉沢里山は、緑サポート八王子ととても対照的
で、企業や他の日野市内のＮＰＯとの連携はあまり
せずに会の中での活動が多い。活動内容としては、
刈払機などの危険な機械の取扱い講座や、市から任
されている緑地の管理、外来種の除去や下草刈り、
落ち葉掃きなどを行っている。
倉沢里山を愛する会の抱えている問題としては、
会員の高齢化がある。倉沢里山を愛する会の会員の
平均年齢は70歳くらいとかなり高齢なうえ、若い人
材を確保する対象の方々は、定年退職間近や定年退
職して直後の方が中心であるという。
学校の授業の一環で、環境分野のレポートを書くため
に「倉沢里山を愛する会」に取材依頼を頂き、今回11/10
に初めてお会いしました。アリスの丘ファームと緑地を
一回りご案内しました。中学生とは思えないほど礼儀正
しく、質問が的確なのには驚きました。このような若者
が育っていることに嬉しさを感じ、また是非倉沢里山を
訪れてくれるといいなと思っています。緑に関心をもっ
てくれて、ありがとう！（事務局）
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10～12月の主な活動記録
10月20日(日） 北緑地・第１緑地機械刈り、長
久保緑地クズ取り他（参加者38名）
11月1日(金）バザー準備 柚子もぎ、キウイもぎ
袋詰め、バザー品値付け（参加者16名）
11月3日(日）万蔵院台緑地・第2緑地道路際、
長久保緑地の刈り払い機で草刈り、第1緑地の
傾斜地の手刈り他、被災地のためのバザー・芋
煮会（参加者68名）
11月20日(水）ひなた緑地機械刈り、ひなた緑地
枝拾い他、粗朶柵内整備（参加者34名）
12月14日(土）万蔵院台緑地・第2緑地の刈り払い
機による下草刈り、長久保緑地の落ち葉掃き、
第１緑地チェーンソーによる倒木片付け他（参
加者51名）

1月～3月の主な活動予定
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。各回ともおやつが出ます）
1月8日(水)

この日のみアリスの丘

9時 集合

(注)9日が8日に変更になりました 午前・午後作業
あります（どちらかでも参加可）
日野市との協働作業 伐採と枝片づけ
1月25日(土) 果樹剪定・落ち葉掃き他
2月11日(火)

落ち葉掃き・樹木伐採・片づけ

3月21日(土)

落ち葉掃き・椎茸菌植菌

☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆新年おめでとうございます。本年もどうぞよろ
しくお願い申
し上げます。
☆修理班による
活動は随時自
主的に実施さ
れ立派なリヤ
カー小屋と炭
焼き小屋修理
が終了。坂田
棟梁とチームの皆様、大変お疲れさまでした。
☆バザーの売り上げとカンパ金で、大雨の被災地
宮城県丸森町に74,688円の寄付を致しました。被
災地の皆様が1日も早く立ち直れますよう、お祈
り申し上げます。会も緑地保全だけでなく、別の
社会的貢献ができて嬉しいです。
☆畑をやってる方は、年５回の参加をお願いして
います。まだクリアー出来てない方は、1月末で
締め切りです。アウトにならないようにご参加下
さい。畑をお辞めるになる方は、早めにご連絡お
願いします。

