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 カラタチバナ（サクラソウ科） 

 昨年の晩秋、竹林を通りニュースレター用の植物

の写真を撮りに行った時の事、帰り道にシラカシの

葉によく似た20センチくらいの植物に、赤い実が５

個ついているのを発見！よく見るとシラカシの葉よ

りも長くしなやかで、 その実は千両や万両とも違

う・・10年ほど前に百草の緑地で見たことはあった

が倉沢では初めてで、もしかするとこの地にはな

い、新しい植物かと、少しドキドキしました。おそ

らく鳥のプレゼントと思われますが、落とした場所

が、竹林の薄暗い、湿り気の多い場所です。その植

物はここが気に入り芽を出し、いつの間にか成長し

たのでしょう。 

良く調べると、思った通りこの植物は別名を「百

両」ともいう、カラタチバナでした。千両、万両よ

りも実の数が少ないので、百両だそうです。日本原

産で、寒さには少し弱いため関東を北限とします。

江戸時代には品種改良が盛んに行われ、斑(ふ)入り

の葉のものもあったとか。貴重な植物故に高値で取

引が行われたようです。 

園芸種では白い実のなるシロミノカラタチバナも

売られています。倉沢緑地では、万両、千両、十両

（ヤブコウジ）は、珍しく

ありませんが、百両は初め

てで、また一つ倉沢に新し

い植物が加わりました。こ

の環境なら大事に保護すれ

ば、本数が増える可能性が

ありとても楽しみです。 

(田村はる子) 

胡 彩雲・胡 智叡 

みなさま、はじめまして 

今年度入会しました胡 智叡(こ ちえい)と申しま

す。4月で5年生になります✨ 

倉沢里山を愛する会は、お母さんと、学校だよりを

自治会長さん宅にお届けに行く途中、活動の草刈りを

していた会員の川添さんからのお話で知りました。緑

地保全と一緒に、希望者にはファームの管理を任せて

くれるということで、興味を持ちました。 

普段から自然と緑が好きで、学校でも4年生から農業

クラブに入りました。里山を愛する会で、ボランティ

アの活動と畑作業をしながら農業と林業の知識を深め

たいと思っています。僕は学校と塾、習い事のバスケ

もやっています、毎回の活動は参加できませんが、で

きるだけ参加するよう頑張りたいと思っています。ど

うぞよろしくお願いいたします♪ 

 

母の胡 彩雲(こ さいうん)と申します。普段から自

然と歩くことが大好きで、時間がある時はよく家の後

ろの山に散歩に出かけます。去年は、自粛で学校もな

く、遠出もできなかったので、子供達とよく後ろの山

に散歩に出かけました。山には栗、梅などの農園があ

り、その近くの住民の畑もたくさんあった為、季節を

感じさせてもらい、毎回畑のそばを通る時、子供達と

野菜や家庭菜園などを作ってみたいとよく思っていま

した。 

そこで、川添さんから倉沢里山を愛する会の話を聞

き、翌日に即事務局田村さんに電話し、見学させてい

ただきました。 

「倉沢里山を愛する会」、「アリスの丘」の話を伺

い、広いファームとその隣に接している樹林も案内し

ていただき、珍しい植物や初めて聞く話をたくさん聞

きました。田村さんから畑作業をしている方々の紹介

をして頂き、みんな優しそうな方ばかりでした。この

方々となら、「色々なことを学べそう」「素人でも畑

ができそう」と、その時から入会しようと心の中で決

めました。 

「願いも願えば叶う」というように、入会と同時に

畑が空き、畑も始めることができました。素人なので

畑仕事も慣れていませんが、会員の皆さんに様々なこ 

とを教わりながら、子供と頑

張っていきます。どうぞよろ

しくお願い致します。 

農と緑に興味がある子供たち

に、里山の未来は、明るいと

感じました。里山の環境を感

じながら、すくすくと心豊か

に育って欲しいものです。 

（事務局） 
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マリヤの風～
馬カフェ・マリヤの風 山崎 立暎 

こんにちは マリヤの風 山崎です。 

マリヤは、わたしの自宅（日野市石田・新井橋の

すぐそばです）の駐車場で一緒に暮らして仕事も

一緒にしています。マリヤの仕事は安全にお客さ

まを乗せること。もともとここで馬を飼うつもり

は全くなかったし、飼えるとも思ってもいません

でした。 

マリヤを購入した理由は、会社を辞めて自分で

ホースセラピーの会社をつくりたいと思ったこと

です。2011年10月に馬を買いました。秩父にある

牧場に預けたのが始まりでしたが、なかなかうま

くいかず、預託先を３回も変えなくてはなりませ

んでした。 

 最後は八王子の個人宅で預かってもらいました

が、日当たりが良すぎて6月の暑い日に熱中症で倒

れ、そこでの預託もできなくなってしまいまし

た。もう行く場所はなくなってしまい、マリヤを

手放すか、自宅で飼うかしか選択肢がなくなって

しまったのです。馬は高齢になったり怪我をして

仕事ができなくなると多くは食肉として一生を終

えます。 

「そんなことは絶対嫌だ！」自宅で一緒に暮らす

と決めたのが今から８年前です。せっかく馬がい

るのだからと「馬カフェ マリヤの風」をオープ

ンさせ、乗馬ができるカフェにしました。今はお

陰さまで乗馬にたくさんのお客さまが来てくださ

るようになったのでカフェはお休みしています。 

乗馬は裏を流れる浅川の河川敷です。ここには、

カワセミや鶯やキジもいます。みなさまの山にも

たくさんの小鳥がいることとおもいます。里山、

ぜひ守っていきたいですね！ 

馬を狭い自宅で飼うとき、一番大変なことは、馬

の排泄物の処理です。排泄物は産業廃棄物になり

ます。畑で使ってもらえないと大変なコストがか

かり、ここでマリヤと暮らすことも難しくなりま

す。みなさまに使っていただき本当に助かってい

ます。ありがとうございます。 

里山のイベントがあるときは、マリヤも連れてお

手伝いに行きますね。子どもたちに乗ってもらっ

たりニンジンをあげて

触れ合ったり・・・馬

や自然を身近に感じて

もらえたらうれしいで

す。今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたしま

す。 

中央大学の馬術部と、マ

リヤの風より馬糞を入れ

て頂き、お陰様で、野菜

がすくすくと育ち感謝し

ています。 

マリヤのやさしい目が印

象的でした。 

 

  
田村はる子 

コロナの影響で、ブルーベリーのネット張りがなか

なかできませんでしたが、2/25（木）良く晴れた青

空の元、朝９時半より井坪さんの指導で実施しまし

た。ネ ット を

張らないと、

鳥や小動物に

食べられてし

ま い ま す の

で、皆 真剣 に

取 り 組 み ま

す。ほ とん ど

が 幹 事 の 方

で、皆 マス ク

を し、初め は

少人数の７名で作業をしていましたが、途中からも

助っ人会員が加わり、最後は10名程で、11時半に終

了しました。ネットはひなた園さんの不要になった

ものをお願いして頂き、再利用しています。このよ

うに公式の活動日以外にも、緑地保全のため

（ファームも緑地の一部という位置づけ）に役員さ

んは陰で色々と仕事をして下さっています。 

ファームの自分の管理地はきれいにしていても、

畔道を歩いていると、何と小さなゴミの多い事か、

それも、放置しても絶対に腐らないごみ、プラス

ティックごみが拾われずに落ちています。プラゴミ

は放置すれば太陽の光で劣化し、踏まれるごとに小

さくなって、マイクロプラゴミやナノプラゴミとな

り、結局将来的に自分たちの体に害を与えることに

なります。目に見えないくらい小さくなり、風が吹

けば舞い上がり体に吸い込まれ、害を及ぼします。 

自然界では分解しないので、土の中にいつまでも

残ります。そしてナノプラは、降雨で畑から川へ入

り海に流れ、私達が食べる魚をはじめ海の生き物た

ちを汚染しています。人間も自然の一部であり気付

かずに自らの首を絞めているということなのです。

里山を美しく保つということは、海を奇麗に、地球

全体を守ることに繋がっているのです。 

個人で出来ることを一つずつ実行あるのみです。

スーパーのレジ袋は、環境汚染に配慮してできるだ

け使用しないように有料化しているものです。 

そこで、会の活動時に一斉に袋を持って畑の周り

のゴミ拾いをして、拾う癖をつけましょう。いつも

ゴミ拾いを率先してやって下さってる会員の三浦さ

んのように、少しづつ周りの環境にも配慮するよう

に気を付けましょう。出来れば、マルチやビニール

は使用しないのが一番ゴミを出さない方法です。使

用する場合は、片付けまでしっかりとやり、最後の

一片まで拾い、家に持ち帰って処理して下さい。ア

リスの丘には捨てて良い場所はどこにもありませ

ん。見て見ぬふりをせずに、常に落ちていたら拾う

ことが大切です。皆で里山を美しく保ちましょう。 



 

 

杉本とも子 

 １月初旬、ブルーベ

リーの剪定が会員の

皆様によって行われ

ました。絶好の機会

です。剪定した枝から、一抱えをいただき、染め

てみることにしました。ブルーべリーの枝で染め

た経験はなく、文献にも載ってはいません、実な

ら、紫色に染まるかと、想像は付きますが、枝や

葉で、実や花の色と同じ色に染まることはほとん

どなく、全く予想はできません。冬、剪定した枝

での染色は、多く

の染色家がやって

います。染材が豊

富に手に入るこ

と。安定した色に

染められることが

魅力です。リン

ゴ、ナシ、ブド

ウ、などで、私も

染めてみた経験は

ありますが、ブルーベリーから染まる色はどんな

色なのか、まさに「未知との遭遇」です。 

草木染の染め方は何度も説明している基本的方

法です。いつも、丁寧に厳密に作業を進めていき

ます。作業中に、染液や糸や布に不純物、他の物

質が混入したり付着してしまうことを極力防ぎま

す。後で、思わぬシミが、浮き出てしまったり、

また透明感のある綺麗な色が発色しません。 

その色が変色せず長く保つことが一番大事なこ

とです。何代にも亘って着られる着物などは、途

中で色が変化してしまっては染色の意味がありま

せん。染材の扱いから注意深く行っていきます。 

鍋に入る大きさに、また色素がうまく出てくれ

るように、枝や葉、すべて手で、細くちぎります

(写真①)。ナイフや、鎌を使いません。材質に

よっても違いますが「金気」が混じってしまうこ

とをさけます。また、染材を煮沸し色素を煮出す

作業をしますが、その際に使用する鍋は、クレン

ザーで、ピカピカになるほど磨き、水で流しま

す。すすいだ水を捨てる時に、滑らしながら静か

に捨てますが。水の流れの様子を観察します。水

が不純物に引っかかるようでは駄目なのです。こ

れらの用具を洗い磨く作業は、師匠に仕込まれる

修行の基本です。 

このような注意をしながら、水から熱煎し染液を

作り、抽出した色素が溶けこんだ染液に布や糸を

入れ、煮染し、糸や布に色素を付着させます。こ

こまでは、ほとんどの草木染の同じ工程です。き

れいな色素を抽出すること。細心の注意を払いな

がら進めていきます。そして、『媒染』処理で、

その色素を糸や布にきれいに吸着させること。ひ

とつ、ひとつの工程に工夫や試行錯誤や実験から 

いろいろな色を生

み出し、半永久に

変色しない染め物

を作り出します。 

ブルーベリーの

染液は赤い溶液に

なりました。期待

に胸はずみます。

布を入れて煮染めを2回繰り返しました。媒染は草木

灰を使いました。染まった布は赤みが少し消えました

(写真②)。赤褐色の煉瓦色ともいえ、赤味に茶色が

かった弁柄色になり、深みのある落ち着いた色に染ま

りました。初めて出会えたこの色が、とてもいとおし

く思えました。 

※煉瓦色：日本では明治の文明開化から建築材料として赤

レンガが登場するようになって、目にするように

なりました。 

※弁柄色：縄文時代から使われてきた顔料の色で、茶味の

ある赤色を称しました。(紅殻と書く場合もある) 

里山の 
 

色 彩 
8 

草木染の染料と植物たち 

倉沢周辺の 

鳥たち 

                   「チチン チチン」と 

                            短く鳴きながら波状

に飛び、降り立ってからも腰と長い尾をリズミカル

に上下させている小鳥を見たとしたら、それはまず

「ハクセキレイ」です。ひらりとジャンプして羽虫

をとらえる動作も特徴的です。 

もともと、寒い国の水辺に棲んでいたのですが、昭

和時代に入ったころから南下をはじめ、東京近辺で

も普通に見かける小鳥になりました。 

日本には「ハクセキレイ」「セグロセキレイ」「キ

セキレイ」の３種のセキレイがいますが、「ハクセ

キレイ」は「目を通る黒い線、白い頬」が特徴で

す。倉沢でもよく見られ、最近は減りましたが時に

はキセキレイも見られることがあります。 

水辺から離れたところまで飛来するどころか、しば

しば公園や運動場はもとより道路や工場の敷地と

いった無機質な場所でも生息するようになっていま

す。 

「いたずらカラス」「掃除屋トンビ」「野ぶせりヒ

ヨドリ」「群れなすムクドリ」などと並んで、「ダ

ンシングハクセキレイ」は多種を駆逐的に繁栄しつ

つあります。 

何がハクセキレ

イを勝ち組にし

ているのか。墨

絵 の よ う な ス

マ ー ト さ か ら

は、うかがい知

れないところで

す。 

ハクセキレイ  

写真と文 杉本 研士 

1 

２ 

ブルーベリー 



 

 

１～３月の主な活動記録(緊急事態宣言下） 

1/8(金） 第1緑地・第2緑地高木の伐倒、朶片づけ（日

野市緑と清流課と協働）（アリスの丘梅の剪定 おやつ

（AM/PM 31名参加） 

2/25(木) ブルーベリーネット張り（10名参加） 

3/18（木・祝) 万蔵院台・タラの丘緑地のマーク付

け、外来種セリバヒエンソウの除去（植物保

護・コロナのため、少人数で実施９名参加） 

3/20（土・祝日）コロナのため、全体の活動は中止 

    幹事のみの少人数で、枯れ木・倒木処理実施 

    （11名出席）おやつ 

その他 随時少人数で管理・保全作業を実施しました。 

４～６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（緑地の状況により番外編で、実施します。) 

4月17日(土) 刈り払い機基礎講座・外来種・クズ除去 

5月15日(土)  タラの丘・第2緑地・アリスの丘周辺機械

刈り、万蔵院台北崖面草刈り、会計報告・活

動報告 

5月26日(水) 万蔵院台緑地・第１緑地機械刈り、第１緑

地崖面手刈り他 

6月12日(土) 長久保緑地機械刈り、粗朶柵整備他 

6月23日(水) 北緑地機械刈り、長久保クズ除去他 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆コロナウイルスの影響で、この冬は落ち葉掃きが一
部しか出来ませんでした。このような年は初めてです
が、反面雑木林に栄養が行き届くことでしょう。心配
したことは、乾燥注意報が出ている時で、もし落ち葉
に火がついて山火事になったりしたら広範囲に燃え広
がってしまいます。その後雨が降って火の心配がなく
なりましたが、落ち葉掃きは、その意味でもとても重
要な作業なのです。しかし色々な生き物にとって落ち
葉は大切な棲家です。里山の生態系にも大きな影響を
及ぼさない程度に、あまりきれいにし過ぎないことも
重要です。何事も「良い加減」が大切ですね。 
☆今年度も既に新しい会員が入会してくれています。
新しい会員にはぜひ積極的に声をかけてあげて下さ
い。みな様のお友達で里山の保全・維持・管理に関心
がある方にも声をかけていただけると嬉しいです。 
☆ファームで使用している一輪車のタイヤが壊れまし
た。ファーム係の東谷さんが、ノーパンクタイヤの買
い物をして、次の朝、早速修理に取り掛かってくれま
した。お陰様で、調子が直り使用できるようになりま
した。ファームの設備は皆様で使用できますが、どう
ぞ大事に使用するように、お願い致します。壊れた時
は、自分の持ち物と同じように、修理して下さると助
かります。材料代等は会に請求して下さい。 
☆ファーム担当して下さっていました坂本さんが、都
合により幹事を外れることになりました。坂本さん今
までファームの面倒を見て下さり、ありがとうござい
ました。新しく本吉さんが担当することになりました
ので、皆様どうぞよろしくお願い致します。 

い
つ
も
ご
協
力
あ
り
が
と
う
！ 

１.新井様ご夫妻   ４８回 

２.神谷様ご夫妻   ４２回 

３.田村はる子    ４１回 

４.大石様ご夫妻   ３８回 

５.椎塚かがり様   ３４回 

６.築地ファミリィ  ２９回 

７.杉本隆様ご夫妻  ２７回 

８.秋元征江様    ２４回 

９.伊東晴雄様    ２２回 

９.峰岸様ご夫妻   ２２回 

10.安孫子昭二様   ２１回 

10.横田百代様    ２１回 

里山活動の参加回数 
コロナ禍で少人数でマスクをしての活動です。

募集すると毎回来て下さる方は、顔なじみの方

が多いです。毎回のご協力に感謝しています。 

上位,１０位の発表をします。（家族単位） 

以上貢献度の高い１２名の方には、お好きな季節

の里山の産物を差し上げます。栗・柿・タケノ

コ・柚子などのご希望の品を事務局までお伝え下

さい。皆様のお陰で里山は維持できています。 

会の規約改訂 
2021.4.1より会則とファーム規約の一部が改訂

されました。 

先日全会員に郵送していますので、お手元の会

則・規約を再度ご確認ください。 

ルールを守って楽しく緑地管理 

管理を任されているファームを、何らかの理由

で、家族以外の方、しかも会員でない方が耕作し

ている事例が散見されます。 

ファーム規約をもう一度お読みいただき、会員

ご自身(同居の

家族含む)が管

理できなくなっ

た時は一旦返却

して頂き、ご自

身が復帰できる

ようになった時

に再度お申し込

みは可能ですの

でそのようにお

願いします。新

入 会 員 を 含 め

ファームの空き

を待っている方

もいらっしゃい

ますので、ご協

力のほどお願い

します。 
「ごぼう」 画・佐々木洋子 


