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活動開始20周年に思う
顧問(前事務局長) 田村

裕介

1993年の故石坂義次氏の相続に伴って現在の第
１第２緑地が市有化されたのが96年、それが倉
沢里山の保全運動の端緒でした。その配偶者の
２次相続が現実味を帯びてきた2000年４月に里
山散策会を100名程を集めて実施したのが私たち
の活動のスタートでした。市民団体倉沢里山を
愛する会として組織化されたのは翌年ですが、
この4月でそのスタートから数えて丁度20年にな
ります。当初は各所の緑地保護地区等も多く見
学しました。その際市民グループが機材等も何
台も保有していることに軽い驚きを感じたりし
ましたが、現在倉沢里山を愛する会の機器類は
25台以上、この活動がよくここまで続き充実し
てきたものと感慨を強くしています。その時に
母体となったアリスの丘ファームのミニコミ誌
として試みに発行したものが現在まで続いてい
るこのニュースレターです。
散策会の直後
から既に市有化
されていた第1
緑地で10名程の
有志で手刈りを
始めたのが活動
の本格的な出発
点でした。
第１回目の草刈り参加者の皆さん
もっとも参加者
の半分は寄付者の兄妹と配偶者でしたが、とに
かく何か始めなければ展望も開けないという危
機感から活動を始め、今では毎回の活動に50名
位の参加者があります。始めの１年は機材や当
初からやっていたアウトドアランチも含め全て
の経費は主催者の持出しでした。
2004年には日野市との間に本会を含め 3者と
パートナーシップ協定が締結されました。これ
は全国でも先駆け的なものだったと思います。
また雑木林 と耕作地を市民自身の 手で循環さ
せ、運営・管理するこうしたシステムは、私の知
る限り全国的にも例を見ないものであり、この
20年の間に多くの研究者や学生等、そして子供

たちも見学に訪れ、論文のテーマに取り上げ、出
版物にもなっています。あるいは画家の題材とし
ても取り上げられ、美術展でそのテーマが作品を
鑑賞した人々の共感を得てもいるということで
す。
そしてこの活動は日野市内だけでなく、近隣の
多摩、八王子、稲城市の市民団体の立ち上げにも
大きな影響を与えることになりましたし、その活
動への評価の結果として、地元の地権者(農家)の
相 続 の 際、ひ な た 緑 地、長 久 保 緑 地、六 地 蔵 緑
地、真堂が谷戸等々の公有化が実現し、また百草
谷戸の放棄民有地の管理を本会に委ねてくれる事
例もあります。この活動が倉沢という限定された
閉じた場所のものでなく、いろいろな方面に広く
波及効果を及ぼしてきたと言ってよいでしょう。
活動を始めた当初の面積約2,700㎡から現在では
40,000㎡を超えるまでになり、倉沢里山の緑地の
大半が本会に委ねられています。因みに真堂が谷
戸は蛍の会の方々が活動されていますが、多摩市
との市境にあり、ホタルの里として有名になりま
した。緑地存続の危機的状況時、当会も助力をし
ながら長い時間と紆余曲折を経て、平成31年度に
ようやく完全な日野市有地となり先日記念の植樹
祭が挙行され、新たにパートナーシップも締結さ
れました。倉沢里山の緑地の大半が多くの市民の
手で守られていることに、心からの感謝と同時に
誇りも感じているところです。
次の20年も新しい世代が私たちの活動の理念で
ある、緑地環境と地域コミュニティー、言い換え
ればどちらも地球環境と人間(社会)環境、(ひいて
は世界平和への貢献と言っては言いすぎでしょう
か？)を守るというこの活動を引き継ぎ、倉沢里山
に緑の風が、穏やかに爽やかに吹き続けるよう、
心から願っています。

ダミー
2009/4月 10周年に植樹した細いエドヒガン桜
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1年間の参加日数・上位10名
日頃は里山活動にご理解、ご参加を頂き、感謝申
し上げます。昨年2019年の2月から今年2020年の1
月末までの参加日数の多い方の発表をします。上
位10名の方には、里山特製椎茸のほだぎを差し上
げます。1位は何といっても築地ファミリーです。
延べ50回参加で、いつも家族一緒で、大地君はバ
ギーに乗って赤ちゃんの頃に里山デビューし、中
学生になった現在では、緑地で大活躍して下さっ
てます。名前のごとく大地の子ですね。２位は田
村、42回。昨年脳梗塞を発症しましたが、幸い軽
かったので、リハビリに励み、活動に復帰致しま
した。３位は神谷ご夫妻34回。マイチェーンソー
をお持ちで、積極的に活動に参加して下さってい
ま す。新 井 さ ん 31 回。植 物 大 好 き、保 護 で 大 活
躍。杉本隆ご夫妻30回。まだ現役ですので、活動
参加は限られているのですがこの参加率！奥様は
草 木 染 の と も 子 さ ん。椎 塚 さ ん、29 回。畑 は 完
璧！植物保護で大活躍、機械にも強いです！。峰
岸さんご夫妻、28回、ご高齢なので無理せずに。
大石さんご夫妻25回。畑も山も大活躍。横田さん
24回。自然が大好き、植物も大好きです。野村さ
ん22回。畑の野菜大好き、の以上10家族です。惜
しくも10位に入りませんでしたが、三石さん、東
谷さんが21回づつの参加で11位でした。すべての
会員の皆様のお陰で、里山はいつもきれいに維持
されています。これからも自然を享受しつつ、健
康に留意しながら、爽やかな汗を流しましょう。
４月からも皆で楽しくお願い致します。(田村は)

倉沢周辺の
鳥たち

ヒヨドリ

峰岸立枝
ヤブレガサ（破れ傘）（キク科）
春に出る芽（葉）が破れた傘
のような形でヤブレガサであ
り、モミジの形で傘のようなの
はモミジガサとは、なるほどと
思われる植物名です。どちら
も若芽は山菜として食べられ
るので人気のあるキク科の多
年草です。花はあまり見栄え
がしないという点でも同じです
が、名前と実物で感心する期間は短くこの２種はヤブレ
ガサ属・コウモリソウ属と別なのです。
タケノコの出る時期は、人が歩き回ることは避けられず
踏みつけられることを想定し、保護棒で手厚く保護して
いるせいか、ヤブレガサはオオバギボウシなどと群生し、
コウヤボウキやオケラなどもたくさん生えており、時々新
種の発見があります。保護は大変だが、手厚くしないと
すぐに絶えてしまうことは目に見えています。開く前の葉
は柔らかい産毛に覆われています。それを触った感触。
やがて成長して産毛はなくなり葉が開くと円形状で直径
30～50㎝もの大きさで驚きます。それが掌状に7～9も
深く破裂して（ヤブレて）いるのですね。成長しても開花
しないものは葉が1枚出るだけで、開花する芽は2枚の
葉をつけます。葉をよく見て描いてみれば植物の葉の面
白さを改めて体験できるでしょう。市の高等植物目録に
はモミジガサも収録されていますので、倉沢にもあるか
も。これは？と思う植物があったらお知らせください。

写真と文 杉本 研士

里山を荒らしまわる灰色の野盗の群。これ
が 最 近 の「ヒ ヨ ド リ」の 印 象 で す。「ヒ ー
ヨ！ヒーヨ！」と甲高く鳴き交わしながら、
チームワーク良く見張りを怠らず、あちらの
ブロッコリー、こちらの柿、ついにはエンド
ウの苗までをターゲットに荒らしまわります。首をかしげてこちらを窺ってい
るときなどは凄みが効いていて、「なるほど、鳥類は恐竜の子孫なんだ」と感
じ入ることがあります。
アップして見ると、意外に渋くてきれいなのです。胸が矢絣のようにつんでいて、「これは好みだ」という
人も多いに違いありません。飛翔の仕方も華麗です。林から林などへと渡るときに、翼を一閃二閃させて高さ
をかせぎ、そこで両翼をぴたりとたたんで矢のように距離をかせぎます。高さを失いそうになると次の一閃。
ですから美しい波状の飛跡を描きます。
愛嬌らしいところも無いではありません。他の小鳥たちと同じように水浴を好みますが、身体に続いて、し
ばしばユッサユッサとお尻を洗うのは、これまで私が見る限り、ヒヨドリだけです。小さな梅の花から大きな
クチバシで蜜を吸っているありさまも、野伏せりが花摘みに夢中になっている
風情で、そのアンバランスが微笑ましいものです。
終わりに弁護の一言。野盗ではありますが仁義を心得ております。荒らされ
たブロッコリーを見てみてください。葉はスケルトン状に食べられていても、
決まって、中央の実の部分は無傷のままで残されています。「これを食べてし
まったら、巡って自分たちが飢えることになる」ということをわきまえている
のです。本能からのコントロールだとすれば、本能の力というものは物凄いも
のですね。
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里山で里芋掘りにチャレンジ
６年生 さおちゃん
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2020.4月より 新幹事さん
２０２０年４月より、新幹事になられた方を紹介

里芋堀りに誘われて、里山へ行きました。里芋

いたします。赤字で書かれた大石さん、杉本さんが

は大きなスコップで掘ることを知りました。初め

新幹事の機械班として、就任されています。幹事さ

て里芋を掘る作業を経験しました。みうらさんか

んは、作業イベント前の下見をして、作業表の作成

ら、大きなスコップが根っこに当たらないように

や、燃料・機械準備、人員配置、植物保護など、事

気をつけて掘るように言われました。足でスコッ

前の準備を万端整えてイベントに臨んでいます。こ

プを踏んで土に差しこむときは力を入れました。

の冬は、チェーンソーの手入れ掃除と刃研ぎの講習

その結果、芋を傷つけないように上手に掘ること

会を、３回開催、皆で研究会のように勉強しつつ行

が出来ました。収穫した里芋は卵くらいの大きさ

いました。最初は馴染めずに手入れをしていた方も

や、ものすごく大きなものもありました。家に

3回目ともなりますと、随分と慣れてきて、チェー

持って帰ると家族が喜んでくれました。その日の

ンソーに対して強くなり、頼もしい限りです。最初

夜に、里芋は味噌味の煮物にしたり、豚汁の中に

は理解できなくても何度も繰り返すうちに、私のよ

入れたりして家族で食べました。とってもおいし

うに機械に弱い女性でも覚えられます。毎回修理屋

かったです。今度パソコンで里芋のレシピを色々

さんに出してるようでは、費用も大変ですが、特に

調べてみようと思いました。ありがとうございま

重要なことは、自分達で使用する機械の手入れは、

した。

仕組みを良く知って使用し、自分達で手入れをする

落ち葉掃きで、腐葉土作り

ということです。これを重点的に目標として掲げ、
活動したく思います。幹事会では、木の伐採時に牽

引するチルホール（手動ウインチ）の講習会も実施
６年生 さおちゃん

いたしました。先ずは幹事が覚え、それを会員の方

里山で落ち葉掃きを体験しました。おじいちゃん

にも伝えて、皆で覚えられるような方向で活動した

とおばあちゃんがじゃんじゃんと大きな箱に落ち

いと思います。会も２０周年を迎えて高齢の会員が

葉を入れてくるのを友達と足で踏みました。ヒザ

多くなり、ますます安全性を第一に考慮しつつ、

くらいまで落ち葉が入って来た時は踏むのが大変

もっと楽しく元

でしたが、楽しかったです。次は落ち葉を体にか

気に活動が続け

ぶせてもらいました。とても温かくて髪の毛にも

られればいいで

たくさん落ち葉が付いたけど、まるで冬眠してい

すね。(田村は)

る気分になりました。ふだんは自然と関わること

機械女子の椎塚さん❤

が少ないので里山の会に参加して自然とふれあっ

坂本 義正

会長

なったり楽しい体験をすることができました。

副会長

♥落ち葉プールの中で、満喫のちゃこちゃんさおちゃん♥

顧問

田村 裕介

植物保護 田村はる子

事務局

田村はる子

新井芙美子

安孫子昭二

椎塚かがり

石黒

峰岸 立枝

会計

峰岸 純夫

ファーム

たり、おじいちゃんやおばあちゃんと知り合いに

修
滋

広報

機材管理 宮﨑 竜一
近藤 秀樹
大石 克則
杉本

隆

田村はる子

大石 克則

安達 良春
西見 恵子

滋

五十子満大

伊東 晴雄
東谷

監査役

東谷

安孫子 昭二

記録

新井芙美子
椎塚かがり

今まで幹事として永年活躍
さ れ て いまし た 三石さ ん、
大変お世話になり、ありが
とうございました。
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庚申塔まつり

峰岸 純夫
本年は会の２０周年にあ
たり、４月１８日（土）
の記念植樹祭（しだれざ
くら）に続いて、ちょう
ど２カ月に一度の庚申の日
にあたる５月１６日（土）庚申
祭りという行事をやりま
す。この日は作業日でも
あり、午前中の作業を終
えた後に、里山内の庚申
塔の前に集まり花束や線
香を庚申塔に捧げて礼拝
し、その後に記念の食事
会（焼きそば）を広場で

行います。
庚申祭りとは、一年の６０日ごとに回ってくる庚申
（かのえさる）の日に行われるものです。その起こり
は、室町時代から江戸時代にかけて行われた庚申信仰
に基づくもので、人々の体内に寄生する三尸虫（さん
しちゅう）という虫が、庚申の日
の夜に体内を抜け出して天帝の所
に赴き寄生している人物の悪行
を報告し、天帝はその報告を検
討してそれぞれ個人に罰として
死・病気・怪我などを与えると
信じられていたのです。それ
故、この日には夜は眠らずに過
ごすという庚申信仰が流行し、
各地に庚神塔が建てられ、庚申
の日には庚申塔を礼拝した後、
村人が交代制で当番の家に集まり一晩中起きて語り
合い酒を酌み交わししたりする民間行事となったの
です。この庚申塔が、私たちが毎月に作業する里山
の東南部、多摩市との境に建てられ、一つは写真に
示した宝永七年（１７１０）に百草の領主小林正利
が建てたもの、もう一つはその東に接して百草の名
主石坂家が建てた、①元文三年（１７３８）・②明
和６年（１７６９）・③文化２年（１８０５）の３
基の庚申塔があります（①は崩れが激しく近代に再
建）。小林氏建立の庚申塔は、見事な造りで日野市
指定の文化財になっており、百草里山の守り仏と
なってきたものであります。正面に怖い顔をして武
器をも持った青面金剛王という仏が鬼の背に乗り、
その下に見ざる・聞かざる・話さざるという３猿が
刻まれています。その他、日月や鳥が刻まれてい
る。裏面には、「宝永七庚寅歳二月吉辰 武州多摩
郡百草村庚申塚ェ建之 当村三代領主小林氏正利」
という銘文が刻ま
れています。本会
の２０周年の一つ
の行事とすること
で、過去の歴史の
一端に触れてみる
ことは必要と考え
た次第です。
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１～３月の主な活動記録
1月10日(金） 高木伐採と片付け(緑と清流課と協
働）参加者午前20名・午後13名）おやつ
1月25日(土） 果樹剪定．第1緑地・第2緑地・タ
ラの丘落ち葉掃き 参加者46名）菓子パン
2月1日(土）番外編アリスの丘果樹剪定キウイフ
ルーツ・梅・桜、ブルーベリーの手入れ
（午後、26名参加）おやつ・甘酒
2月8日(土）午前・植物保護(11名）午後・チェー
ンソー手入れ(7名）おやつ・コーヒー
２月11日(火・祝）樹木伐採・万蔵院台落ち葉掃
き（参加者47名）菓子パン
2月22日(土) チェーンソーの手入れ(14名)
3 月 7 日（土） チ ル ホ ー ル の 使 い 方 研 究 会（11
名）おやつ、コーヒー
3月21日(土）午前・刈り払い機のメンテナンス
10名）午後・カタクリの手入れ（23名）
3月24日（火）タケノコリーダーの講習会、竹林
内の希少植物保護講習会（16名参加）

４月～６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）
4月18日(土)20周年記念植樹枝垂れ桜、活動報告、刈
り払い機の基礎講座、外来種除去、柚子
の剪定、椎茸植菌、堆肥床のメンテナン
ス
5月16日(土) 外来種除去、刈り払い機草刈り、庚申塔
祭り・焼きそば（マイ食器持参）
5月26日(火)長久保緑地の草刈り、第一緑地道路沿い
草刈り
6月13日(土)万蔵院台、長久保草刈り
6月24日(水）六地蔵、北緑地草刈り、長久保クズ除去

☆☆☆☆☆

事務局から

☆☆☆☆☆

☆毎年ブルーベリーの手入れの時に、根元に入れ
る腐葉土を井坪さんが準備して下さっています。
今年も事前に運んで置いてたものが、まさかの事
態で、なくなってしまい、また次の日、1日かけ
て万蔵院台より何台も運んで下さっていました。
腰痛を抱えながらも、このように影でボラン
ティアを支えて下さる方がいて、会は成り立って
ます。張り紙がないからと使用していいはずはな
いです。不明な時は事務局に訊いてから行動に移
して下さい。みんなのアリスの丘です。気持ちよ
く過ごせるよう一人一人が配慮しましょう。
☆草木染の連載は、今回お休みとなりました。

