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最高なゼリー 
中学２年生 柿沼 靖二 

倉沢里山を愛する会で毎月やっている草刈りを

手伝いに行きました。僕はこれで２回目です。僕

が手伝ったところは第一緑地の道路側に生えてい

る、つるや雑草を鎌で刈りました。笹は細いけれ

ど硬くて簡単には刈れません。斜面を登るときに

はちゃんとした手がかりになりつかんで登りま

す。鎌でごしごししごくようにして刈るのは大変

でした。刈ってはいけないものもありました。ヤ

マユリです。高さが約１ｍあり夏に白色で中に褐

色の斑点がある大きな花を咲かせます。間違って

刈り取られないように竹の棒が目印に立ててあり

ました。里山の会ではとても大事にしている植物

です。遠くで機械を使って刈っている音が虫の羽

音のように聞こえていました。 

途中で鎌で刈っていた人が転倒し背中をぶつけ

てしまいました。転倒した原因はツルに足を取ら

れたからです。その他に、しっかり水を飲んでい

たにも関わらず熱中症になった方がいました。 

夏バテ防止対策として、一番良い飲み物は赤シ

ソジュースです。赤ジソをゆで、お湯にエキスが

出たら赤ジソをあげて、砂糖とクエン酸を入れた

ら完成です。水で割って飲みます。これを飲めば

夏バテしにくいです。赤ジソは畑でたくさん採れ

ます。草刈りの後にたくさん採って帰りました。 

草刈りが終わりみんなと一緒にゼリーを食べま

した。とても汗をかき暑かったのでおいしかった

です。冷凍ブルーベリーも食べました。父は熱中

症にかかった方に付き添っていました。その方も

しっかり水を飲ん

でいたし、昨日は

よく眠り朝ご飯を

食 べ て 体 調 は よ

かったそうです。

熱中症は怖いなと

思います。また仕

事をして汗をかき

たいです。 

************************ 

タシロラン（ラン科） 

 梅雨時の7/3の事です。

雨が多くキノコが出てい

るかと思い、北緑地の竹

林に久しぶりに入りまし

た。入り口を過ぎてすぐ

右側に、見慣れない植物

が目に飛び込んできまし

た。ギンリョウソウは何

度も目にしていますが、

もっと細くて真っ白な妖

精のようなものは一体

何？しかも50本位群生しているのです。私は興奮

して、急いでスマホを取り出し、写真を撮り、家

に戻るなりネットや牧野富太郎博士の図鑑で調べ

ました。思った通り、かなり珍しい植物で日野市

内での報告はないようでした。タシロラン(田代

蘭)といって環境省のレッドデータブック準絶滅

危惧種に分類される希少なラン科の腐生植物であ

ることがわかりました。ひっそりと森の中に咲く

「神秘的な森の妖精」と表した人がいて、まさし

くそんな感じです。(幽霊のようという人もいま

す)。光合成をせず、暗く湿気のある林床に生育

します。 発見者の田代善太郎氏にちなんで名付

けられたそうです。最初は白色のみと見ました

が、唇弁は広げたとき、紅紫色の斑点がありと書

いてあり、明くる日拡大鏡持参で見ると、ランの

花の作りで、紅紫の斑点が確認でき、間違いない

と確信。三浦半島から西に見られ、東京都内では

わずかしか確認されていないようです。 

この緑地で20年も植物保護をやっていて、まだ

まだ発見できる植物があったことに、この先も希

望が持てて楽しみが増えました。 (田村はる子) 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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 小林一茶の「雀の子そこのけそこのけ御馬が通る」や説話の「舌切り雀」

は、弱者の愛らしさや切なさを良く捉えています。 

御存知スズメは、神話の時代からヒトの生活の脇で繁殖することを選んできま

した。ヒトが捨てた限界集落からは姿を消すと言われているほどに、ヒトとス

ズメは密接しておりました。 

 愛らしいばかりかというと･･･地球史上最大の怪物であるヒトと互角に付き合ってきたわけですから･･･ご

覧ください。雑食性にふさわしくクチバシやアシ太く、クビ太く、目も聡明そうで、それを集団で働かせるの

ですからほとんど無敵のようではありませんか。トビやクマタカの巣の裏側にくっつけて巣を作るという裏技

を使うことさえあるそうです。トビやクマタカはあまり小鳥を獲らず、だからカラスの襲撃から逃れられ、お

こぼれもいただけるというメリットを計算しているのです。 

そんなスズメたちの個体数が、このところめっきり減りつつあると

いう話を聞くことがあります。私たちの近辺でも、かつてはうるさい

ほどだったものが、とんと見かけないばかりになってしまいました。

「由木農場」のあたりに群れて「スズメの学校」をしているのを楽し

めることがありますが･･･方々のスズメの学校が閉鎖され続けているの

です。 

いろいろな原因が言われております。が、つまるところ、スズメは

不変。ヒトは目まぐるしく移ろってゆく。その差がどんどんと大きく

なってしまって、長いあいだ続いていた二人三脚を難しくしたのだと

私は思います。ケイタイやパソコンやクルマを、スズメたちは持って

いませんから･･･。裏切ったのは、またまた私たちの方なのです。 

倉沢周辺の 

鳥たち 
  ス ズ メ          写真と文 杉本 研士 

私の里山20年― 

退任に当たって 

前会長 峰岸 純夫     

現在、地球と人類は温暖化の危機に直面してい

る。日本列島を含め世界中の各地域が高度経済成

長の中で、急速な開発・工業化を進めて山林など

の自然を破壊し、結果として温暖化が促進され、

気象災害など危機的現象が起こっている。新型コ

ロナの流行もその結果と考える。20年ほど前に百

草・倉沢地区の農家で相続が起き、開発の危機に

さらされた山林を、公有地化によってこのままの

形で残したいという地主を応援するべく、私達は

この会を組織して、現在の里山活動の方向が決め

られて現在に至っている。そのあたりのことは

№93（春）号に前事務局長の田村氏文参照。 

会長となると色々相談に乗ることも多く、その

なかで倉沢の別の農家が相続に当たり我が家に相

談に来られた時「公有地化についてよく知ってい

るのは田村さん」と言って、田村さん達とその農

家宅で相談中に、かなり大きな地震があった。そ

れがかの東日本大震災の当日だったので忘れえぬ

日でした。 

新会長の安孫子さんはボランティア活動日以外

にも常日頃から多くの会員と接しておられ頼りに

なります。老化し過ぎて会長を辞しても、里山に

入ってよい空気を吸いながら作業をすると健康に

寄与することにもなるし、「コグニライフ」の一

つと思い、これからも参加したく思います。 

会長就任にあたり 安孫子昭二 

6月24日の定例活動が終ったあとに幹事会が

招集され、そこで峰岸会長から、もう86才に

もなり体調不良につき辞任したいとの申し出

があった。倉沢地区の自然環境保全を目的と

して発足したこの会も20年になる。顧みれば

倉沢地区の旧家として事務局を担う田村さん

御夫妻の舵取りに応える会長として、百草地

区に知名度も人望もある峰岸純夫という人材

があって、100名を超す多くの地域住民がその

趣旨に賛同して発足したのではなかったか。 

この事務局と会長の絶妙のコンビで「倉沢里

山を愛する会」が運営されて来た結果、地元

の地域住民はじめ日野市からも一目置かれる

存在に育ったのである。たまたま私もシンパ

シーをもって当初から会員に加えてもらった

ものの、神明地区というこの地域の外郭に居

住するひけ目もあったのである。それで私が

考えた次期会長となるべき人材とは、やはり

この地域に居住し、引き続き周囲の地域住民

から迎え入れられる活動家こそ相応しいと話

し、幹事の多くも共感してくれたのである。 

それなのに困ったことに、峰岸会長は老いの

一徹で「貴方も日野市民でしょう」と取り合

わないのである。そんな次第で、年長の私が

ワンポイント・リリーフを務めることになり

ました。当面、皆さんのご協力を得て任に当

ろうと思いますのでよろしくお願いします。 
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ご縁を感じて入会 

茜 茉衣 

 渋谷区の小学校

で理科助手をして

います。動植物た

ちの世話も私の仕

事です。彼らから

たくさんのことを

教えてもらい、自

然環境と調和した

生き方をしようと

思うようになりま

した。 

 7月、給食の生ご

みを土に還そうと

思い立ち、土作り

について調べる中

で会のニュースレ

ター45号を発見。詳しく見ると住所が日野市百

草！。 

実は、今年の春分、ネット検索でたまたま出てき

た百草園の梅まつりに、足立区の自宅から２時間か

けて訪れていました。梅は終わっていましたが、草

木を呼吸しての散策がとっても清々しく、園を出た

後まっすぐ帰る気になれず、百草園通りを南へ歩

き、百草観音堂で一休みしてから引き返しました。 

今思えば倉沢緑地のすぐ近くまで来ていたのです

よね。ご縁を感じて、田村はる子さんにメールした

ところ、早速活動参加のお誘いをいただきました。 

参加する前は、何か学びとって帰ろうとか、役に

立とうとか意気込んでいたのですが、集まったみな

さんから長年里山と歩んできた話を伺って、胸が

いっぱいになり、あれもこれもという欲が涙と一緒

に流れ出てしまいました。今はとにかく楽しんで続

けていこうと思っています。 

草木が好きで詳しい方、体の不調が活動を続けて

回復してきた方、草木はあんまり興味がないけれど

食べるのが好きで周りを和ませてくれる方。みなさ

んがそれぞれの個性を生かしてマイペースに関わっ

ている、そしてそれが里山との共生という共通の目

標に自然とつながっていることに感動しました。 

うちの学校の自然も倉沢の里山のように管理し

て、横の畑で生ごみから土を作って、そこで野菜を

作って、地域の方々と関わって・・・みなさんのよ

うに、子どもたち一人一人が自分の唯一無二の個性

を出して、お互いを認め合って、調和した学校にし

たい。そして大人になった彼らが、そんな平和で愛

にあふれた社会を担ってくれたらなんてすばらしい

んだろうと思います。 

 ８月下旬、倉沢の里

山では「栗イガ片付け

作業」が始まりまし

た。万蔵院台と長久保

緑地の栗林の管理が目

的で、落ちたイガや枯

れ枝を片づけます。収

穫した栗の実は副産物

で、作業された皆さん、会員の皆さんがいただいて

います。栗の実は秋の味覚であり、栗ご飯は幼き頃

の運動会の思い出ともに、郷愁をそそります。古

来、このように食用にされるとともに、染め用にも

供されてきました。 

クリは、樹皮、葉、雄花穂、イガ、鬼皮、渋皮な

ど、あらゆる部分で染められ、染め上げた色合いの

違いを楽しめる染材です。樹皮、葉、雄花穂は生だ

けでなく、乾燥した樹皮、落ち穂、落ち葉なども用

いられ、その色合いも全く変わってくるので、たく

さんの色合いが楽しめます。 
今回は「栗イガ処理作業」に参加し、いただいた

イガと鬼皮、渋皮の三種を使いました。工程はいつ

もと同じで、それぞれを水から熱煎し、染液をと

り、その染液に布を入れ煮染する。染めあげた布は

よく水洗いし、媒染液に浸す。今回媒染液はミョウ

バンを水に溶かしたものを使いました。 

写真は右から①イガ ②鬼皮 ③渋皮で染めたも

のです。イガは濃い茶色、鬼皮は少し黄みがかり、

渋皮はピンクがかった薄茶と三種違った色に染まり

ました。しかし、色名を「日本の色辞典」「日本の

伝統色」等の色辞典を調べても、ぴったり合うもの

は見つかりません。和名に「栗」の入っている色名

は多く、「栗色（黒味かかった茶）」「栗梅色（赤

みがかった濃い栗色）」「落栗色（茶色）」「蒸栗

色（黄色）」「栗皮色（黒味がかった赤褐色）」な

どがあります。発色する色が多種多様だからでしょ

う。私は、今回、あえて色名を定めません。その時

のその場所でのクリ達からのメッセージとして、受

け止めようと思います。  

草木染の染料と植物たち 

里山の 
 

色 彩 6 

栗     杉本とも子 

栗作業をする茜さん 

1 2 3 

遠いところから２時間もかけて来ていただき、とて

も嬉しく思います。私も小１まで渋谷区立小学校に通

いました。これも何かのご縁ですね。今後とも倉沢里

山をどうぞよろしくお願い致します。   (田村裕介) 
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7月11日（土） 会計報告・活動報告を行い、その後
万蔵院台緑地の機械刈り。第2緑地の手刈り(参加
者50名おやつ、菓子パン、梅・シソジュース、ブ
ルーベリー） 

8月16日(日）植物保護(13名参加、おやつゼリー) 

8月18日（火）植物保護(13名参加、おやつゼリー) 

8月22日（土）刈り払い機の基礎講習会5名参加 
万蔵院台栗林機械刈り、長久保栗林機械刈り、 
第一緑地崖地手刈り、ブルーベリー畑の草取り 
(全体で 49名参加、おやつゼリー、梅・シソ
ジュース、ブルーベリー) 

9月18日(水）植物保護 万蔵院台緑地下道路沿い
（11名参加、シソジュース、ゼリー) 

9月20日(日） 北緑地機械刈り、タラの丘、粗朶
柵、保護区柵の中の手刈り。(48名参加、おやつ
菓子パン、シソジュース、梅ジュース） 

8月25日（月）～9月2７日(日） 万蔵院台・長久保緑
地の栗林整備(落枝・イガ片付け、延150名参加) 

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（コロナ・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） 

10月17日(土)タラの丘機械刈り、第一緑地草刈り 

11月7日(土) 北緑地の草刈り 

11月25日（水）ひなた緑地の機械刈り、竹林整備 

12月12日(土）第一緑地機械刈り、第一緑地道路沿い

崖地手刈り他 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆今年は梅雨がなかなか明けず、明けたと思った

ら猛暑で、コロナと相まって活動を実施するこ

と自体心配となりました。暑さで一人具合が悪

くなりましたが、幸い現役の救急隊員の方と、

保健士さんが会員の中にいて下さり、事なきを

得、本当に助かりました。お世話になり有難う

ございました。心強い限りです。 

☆崖地の手刈りの際、蔓に足を取られ、転倒した

方がいます。今頃の蔓はしっかりしていて、強

くなっていますので、転んだ例が以前にもあり

ました。すぐ下をにコンクリートで固めてある

水路が流れていて、幸い落ちずに良かったです

が、コンクリートの欄干で腰を打ってしまいま

した。しばらくして歩けましたのでほっとしま

したが、頭などを打っていたら大けがをしてい

たことでしょう。今夏は異常な暑さもあり、日

頃元気な方でもフラフラになりました。 

☆長い間会長を引き受けて下さっていた峰岸さん

が健康上の理由で退任することになりました。

20年間お世話になりました。新会長の安孫子さ

んにバトンタッチ、よろしくお願い致します。 

7～9月の主な活動記録 

10月～12月の主な活動予定 

モグ爺 本吉 隆志 

 やった～と思わず叫んでし

まった、念願としていた畑を

借りる事ができたのでです。

６月末に同じ住居地に住んで

いる小林さんの紹介で空畑が

あるよ と田村さんを紹介し

て頂きました。田村さん小林

さんの案内で雑木林を散策し

ました、広くて綺麗な里山、言うまでもなく即その

場で会員になる事を決めました。その日は、わくわ

くし翌日 早速ホームセンターに行き農具と棚に並

んだきゅうり、トマト、茄子の苗を買って植えまし

た。苗はすくすく伸びて花が咲きやがて小さな実を

つけたのです。こうなると可愛くて実が大きくなる

のが楽しみで畑に通い続ける日々が続きます。気を

良くした私は残った畑地に葉物野菜の種を蒔いてみ

ると３～４日で元気な芽を出しました。ますます畑

通いが楽しくなって孫のように可愛いい野菜の写真

を友人達にメールで送信しまくりです。友人達から

羨ましい いいな～の返信が届きます。 

そんなある日、葉に異変が 黒い体にオレンジ色の

筋のある虫が葉を食べているのです、それも沢山の

虫 、図鑑で調べてみるとカメムシ科のナガメと言

う虫でした。葉はみるみるうちに食べ尽くされ全滅

しました。可愛いい野の花に癒され、虫達と共生で

きたりと、自然からの贈り物を頂いたのだと思っ

て、菜葉は虫に食べて貰えたと自分に言い聞かせ、

油断した教訓と諦めました。 

自然を守りましょうと良く耳にします。私の生ま

れた田舎の山は現在荒れ放題です。猿、猪、鹿が農

家の近くまで出てきて野菜や米を食べてしまうそう

です。私の子供の頃は炭焼き小屋があったり落ち葉

は腐葉土を作るために集められて、何時も山は綺麗

にされていたのを思い出します。自然を大切に守り

ましょうと言いますが、草木を放ったらかしにする

のではなく、山に手を入れ、当たり前のように雑木

林を守っていたのでしょうね。 

倉沢里山を愛する会に参加させて頂いたのは梅雨

が明けない７月に入ってから、倒木の片付けと万蔵

院台の下草刈りです。私もそうですが、高齢の会員

の皆さんが５０人も集まったことに驚きました。汗

で衣類を濡らして懸命に下草を刈る姿を見ていると

山を愛している事が伝わってきます。 

大樹を抜けて来る風が清々しく気持ち良く感じま

す。里山を愛する会で知り合いになった皆さんか

ら、入会したばかりの私に心暖かい声をかけて野菜

の作り方や採れた野菜や苗を分けて頂いた感激。素

晴らしい人やモノに出会い、心の中にふわ～と暖か

いものが入って来たあの感じ、人生に優しく彩りを

加えてくれるスタッフ達とこれからも自然を守って

いけたらいいな～。 

優 し い 風 


