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20周年滝桜植樹 
事務局 田村はる子 

倉沢里山を愛する

会が発足して今年

で21年目になりま

した。記念樹の枝

垂れ桜は、3年前

に福島の三春の滝

桜を見に旅行した

時に1ｍくらいの

苗を買ってきまし

た。滝桜はしなや

か に風に揺 れ、

うっとりするくら

い美しく圧倒されました。植えるまでの期間は、

鉢植えにしていたところ、この春初めて3つの薄

紅色の美しい花を見せてくれました。 

昨年の20周年に植樹する予定がコロナの影響で

21年目の４月にやっと植樹出来、ほっとしていま

す。樹齢2000年まで生きて、どうぞこの里山をい

つまでも末永く見守って下さいね。そんな願いを

込めて、会員の皆で少しづつ土をかけて植樹しま

した。10周年の記念樹エドヒガンもやはり原種で

すから長生きすると思います。こちらも枝葉を広

げ今年も見事に奇麗に咲いてくれました。 

皆様の願いが、後々まで残りますように、記念

のプレートを作成し、設置する予定です。 

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

ナツトウダイ（トウダイグサ科） 

 20年前のボラ

ンテイアを始め

た頃、第一緑地

に1本のみ確認さ

れていたナツト

ウダイ。通り道

でしたのでいつ

の 間 に か 無 く

なって消えてし

まいました。昨

年偶然万蔵院台

の栗林で植物保護をしている時に発見し、それも

８株くらいあり、とても嬉しかったです。その後

見守っていたところ春に黄色の花が咲きました。

里山がある限り、このように一度消えてもまた出

現することがあるので常に新鮮な目で見るように

心がけたいものです。倉沢にはトウダイグサ科で

は、タカトウダイがあります。(田村はる子) 

4/18活動日に２０周年の枝垂れ桜の記念植樹 

鳥シリーズでおなじみの杉本研士さん撮影 
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 マシュマロが飛び回っ

ているようです。 

体の半分は長い尾が占めているので、体重はわずか8ｇばかり。同じぐらいの体長

を持つスズメが24ｇあるので、その軽さ加減が分かります。 

「ひよこ菓子」のようにずんぐりした首。ぱっちりした瞳と小さなクチバシ。清

潔そうな色合い。これが「チュリリ チチ ジュリリ」と控えめに鳴き交わすも

のですから、たくさんのファンを獲得しています。 

チョンとくっついた小さなクチバシから知れるように、「アブラムシ」が大好物なので、ちょっとつついては

次へ、ちょっとつついては次の小枝へ･･･たいそう目まぐるしく動きます。 

 木の幹が三つ又に分かれているようなところに、コケを集めて袋状の巣を作りますが、これが凝ったもの

で、内側を羽毛や毛糸クズなどをびっしりと敷きつめ、外側をクモの糸で補強し、大きく

暖かく、丈夫に作られています。その精巧さから「タクミドリ」と呼ばれることがあるそ

うです。 

 長い尾に撓みぐせが付いてしまうほど熱心に卵を温めるのですが、失敗することがあり

ます。すると、丈夫に育っている他のカップルのヒナのためにエサを運んでやる習性があ

り、小鳥の「ヘルパー活動」ともいうべきユニークさで、これを知った人がまたファンに

なってしまうのです。名前の由来は、柄杓(ひしゃく）の長い柄に見たてて「エナガ」と

いうわけです。イギリスではこの小鳥のことを「スプーン」、ロシアでは「おたま」とい

うのだそう。どこでも印象は同じなのですね。 

 最期に一つ。「エナガ団子」というものを知っていますか。巣立ったばかりのヒナが、

小枝にびっしりと身を寄せ合って親たちが運んでくるエサを待っている様子を言うのだそうです。たいそう可

愛らしい団子だろうと想像するのですが、私はまだお目に掛かったことがありません。 

倉沢周辺の 

鳥たち 

  エナガ   写真と文 杉本 研士 

副会長 

伊東 晴雄  

私たちの活動は、倉沢里山の緑豊かな自然環境と貴

重な植物を保護し、次世代に引き継ぐためのボラン

ティア活動であります。ボランティア活動の始まり

は、「倉沢里山を愛する会」が2000年4月に活動を始

め、ニュースレター創刊号に「緑のボランティア募

集」が掲載され、11名の参加による

下草刈りから始まりました。そして

現在まで引き継がれています。 

私は、最近「ボランティア活動と

は」と考えることがあります。ボラ

ンティア活動について、調べれば、

調べるほど、多種多様あり、活動の

形態も様々であります。しかし、ど

のボランティア活動にも共通して言

えることは、一人ひとりが「自分で

自分の意志で・自分の出来ること

を・協力しながら・無償で」で取り

組むこと、「ルール」を守ることで

あると思いました。 

また、ボランテア活動は労働奉仕的なことだけな

く、様々な人と知り合い、助け合うことで人とのつな

がりを広めることができる、世代を超えたコミュニ

ケーションの場でもあり、様々な発見やアイデアが生

まれる場でもあります。 

「倉沢里山を愛する会」のボランティア活動は、以

上のことを踏まえ緑豊かな自然環境と貴重な植物を保

護するため、会員間のつながりを大切に「サスティナ

ブルな環境保全」活動を心掛けていきたいと思いま

す。なお、当会の基本的な考え、ルールについては

「パートナーシップ協定」、「会則」、「ファーム運

営規約」を、是非時々はお読み頂ければ幸いです。 

堤崎 栄造 

この春入会させていただいた堤崎と申します。長

年勤めてきた保育園の仕事を退いて、これからの

生き方を考えている時、倉沢に昔ながらの里山が

残っていることを知りました。図書館で「緑の風

は永遠に・・・倉沢里山を愛する会10年

の歩み」を見つけ、読み出したら、この

会の魅力に引き込まれました。里山自体

が貴重であることもさることながら、こ

れを残し続ける努力と工夫。それがコ

ミュニティづくりの中で行われ、行政と

の協定にまで至っているとのこと。持続

可能な社会づくりを自前のものにされて

いるのを感じました。そこでさっそく田

村さんに見学させてもらうことにしたの

ですが、車の免許のない私の移動手段

は、公共交通機関か自転車、しかも自慢

ではないのですが、方向音痴、余分な汗

と時間は費やしましたが、現地に着いて

田村さんに案内してもらいながら感じたのは、こ

んなところが同じ日野市内（私は旭が丘）にあっ

たのかという不思議さと、安堵感，懐かしさのよ

うなものでした。思いはあっても、里山保全の知

識や技術に関しての素人の私ですが、体力と子ど

も心を持つことに関しては、いささか自信があり

ます。 

里山の自然を守り発展させていくには、多世代で

取り組む観点がこれまで以上に大切になるかと思

います。微力ですが、子どもと一緒の活動や、若

者の発想に出会う楽しみ、熟練者の深みを自然の

中で感じる活動に意欲的に参加をさせて頂きたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。  

 

ボランティア活動について 倉沢の里山でかかわらせて頂くこと 

伊東さんと堤崎さん 
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最終回 杉本とも子 

 倉沢の里山以外にも

どこにでも繁茂してお

り、今の季節白い花

（実は葉が変化した総

苞片）を付け、よく見

かけますが、雑草として邪魔にされがちですね。学

生時代「僕の妻はドクダミの花のような人です」と

新妻を紹介した恩師の言葉にあんな雑草にたとえる

なんてと、奥様を気の毒と思ったものでしたが白い

花の可憐さと毅然と立つドクダミを見直したとき恩

師の奥様に対する深い想いに感動したものでした。 

話はそれてしまいました。ドクダミは皆様もよくご

存じのように、薬草として重要なものでもあり、染

料としても多く使われてきました。しかし染まりに

くく、色相も地味なものです。以前染材は薬草や漢

方薬として使われている植物が多いと書きました。

糸や布を染め効能が引き継がれ、本体だけでなくそ

れをまとう家族や人々を虫や湿気から守ろうとした

先人たちの愛情からでした。染める際、草が乾燥し

たり採集して時間がたつとその煎汁は染着しにくく

なるため、採集してすぐ作業にかかります。染材と

しては根茎葉花、全てを使います。 

染材を水から温め沸騰寸前の状態で20分煮沸し色素

を煮出します。この煎汁を濾してとっておき、同じ

ように染材を煮沸し2番煎汁をとります。1番、2番煎

汁を合わせて染液とします。この染液に布や糸を入

れ煮染します。煎じる時間や、煮染めする時間は染

材やその部位、そして染める素材に

よって違いますが、ほとんどの草木染

は同じ工程です。今回、媒染はミュウ

バンを使いました。少し黄みがかった

鶯色に染まりました。今までいつも末

尾は「同じ色には染まらない、まさに

一期一会である」でした。今回のドク

ダミの染色も初めて出会う色でした。 

今回で「里山の色彩」を終えます。ここにご紹介さ

せていただいた草木以外にも草木の全てがそれぞれ

の色素を持っています。それは草木それぞれの個性

であり財産です。人は昔から草木から食料として、

建材として、薬として、色々な恩恵を受けてきまし

た。そして草木の持つ色素も私たちの生活を守り、

彩りを与えてくれました。そのような草木にいとお

しさと感謝の思いを込めてこれらの文を書かせてい

ただきまし

た。お伝え

出来たかど

うか自信あ

りません。

拙い文をお

読みいただ

き、ありが

とうござい

ました。 

茜 茉衣（あかね まい） 

私は日本一長い半島、愛媛県の佐田岬に移住しまし

た。地球とともに生きよう、まず土作りをしようと

思い、会に入会させていただいたのが去年の初夏。

日野のせせらぎ農園を紹介していただき、コロナが

落ち着いたら子どもたちと一緒にやろうという希望

を抱きながら、職場の小学校で１人せっせと残飯か

ら土作りをしていました。土作りを行うと、土の中

の微生物にまで感謝と愛情が芽生え、地球の循環を

心で理解できるようになっていきました。同時に、

視野が学校の中だけでなく町全体に広がり、どこか

の小さな町で町づくりと教育をいっぺんに行えない

かなと考え、今の場所に移住することにしました。 

移住して初めに感動したのは、鳥のさえずりで目を

覚ますことです。太陽をいっぱいに含んだ風も気持

ちがいい。生きものたちの楽園に、人間がお邪魔し

ているという感じです。人もあたたかく、散歩に出

れば両手に野菜のお土産をもらって帰ってきます。

見知らぬおじいさんに「あんた暇か？」と聞かれ

「はい」と答えると、「わしはお酒飲むけん」と送

迎を頼まれ、代わりにご飯を奢ってもらったことも

ありました。道を歩けば何かが起き、何事も予定通

りにはいきません（笑） 

農薬・除草剤・化学肥料の使用が当たり前になって

いることには驚きました。いろんな事情が複雑にか

らみ合い、状況を変えるのは難しそうですが、みな

さんに出会ってから来た意味がここに1つあるような

気がしています。 

みなさんとわいわい活動するのが大好きでした。お

一人お一人の顔と、話しかけてもらったこと、教え

ていただいたこと、笑い合ったこと、おにぎりを食

べたこと、、、昨日のように思い出します。いただ

いた優しさを、ここで出会った人たちに分けていこ

うと思います。みなさんを心から愛しています。 

草木染の染料と植物たち 

里山の 
 

色 彩 9 

ドクダミ 

  田村はる子 

6/12（土）作業終了の

午後、幹事対象の講座が実施されました。講師は会

員でもあり日頃は現役の救急隊長をしていらっしゃ

る柿沼さんです。私たちの会ではいろんな技術を

持った職業の方がいらして、今回の熱中症のお話は

特に素晴らしいものがありました。 

昨年暑い日に作業中倒れた方がいて、このような事

態に慣れてない私たちは只おろおろするばかり。そ

の日たまたま柿沼さんが参加されていて、さすがに

手際よく介抱されたのを目の当たりにし、これは皆

様にも伝授して欲しいと思ったことが発端でした。

とても役に立つ講座でしたので、これを機会に皆さ

まに是非伝授出来たらいいなと思いました。 

作業中様子がおかしいと思われる方がいたら、声掛

けをして下さい。熱中症になってしまっても、会で

は冷やすグッズがあることを覚えていてください。

幹事は皆講習会を受講してますので、いざという時

には遠慮せずに幹事に声を掛けて下さい。 野外の緑の中で、熱中症講座 

熱中症対策講座 

みなさんお元気ですか？ 
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4月１１日（日）外来種除去（22名参加） 
4月18日（日） 機械刈りの基礎講座、外来種.クズ
の除去、20周年の枝垂れ桜記念植樹（59名参加） 

4月26日(月）外来種抜き(11名参加） 

5月8日（土）外来種抜き(16名参加） 

5月9日（日）外来種抜きり（17名参加） 

5月15日(水）タラの丘.空地.赤道機械刈り、万蔵院
台緑地下道路沿い手刈り、会計.活動報告、緑地
公開のためのリハーサル（34名参加） 

5月23日(日） 外来種除去.マーク付け.バーソブ手
入れ（15名参加） 

5月26日（水）万蔵院台機械刈り、タラの丘.第2緑
地（27名参加) 

６月10日（木）長久保緑地マーク付け（15名参加） 
6月12日（土） 長久保緑地機械刈り、粗朶柵・ブ
ルーベリー畑草取り・第一緑地崖下手刈り(32名
熱中症対策講座（会員で救急隊長の柿沼さんを講
師にお招きして第2緑地広場で講座）（役員対象
13名参加） 
６月20日（日）北緑地マーク付け・外来種除去.次回
の食材、びわ採り・ブルーベリー摘み（16名参
加） 

6月23日（水）長久保・北緑地機械刈り、第一緑地
崖下・長久保緑地傾斜地の手刈り（28名参加） 

おやつは菓子パン、おにぎり、飲み物、ゼリー他 

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（内容を変更する事あり。スズメバチ対策のた

め、黒の服、帽子は避けて下さい） 

7月10日(土)第一緑地機械刈り 

8月21日(土) 栗林万蔵院台.長久保機械刈り 

9月19日（日）タラの丘機械刈り.第２緑地手刈り 

 毎回活動の数日前に植物保護日があります。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆ファーム係の本吉さんが、植物保護係になりま

した。以前より高山植物に明るく植物名や保護法

の覚えが早く大変期待しています。 

☆ファーム係には都留さんがお引き受け下さいま

した。早速先輩の東谷さんとロープを張ったりし

てお仕事を始めて下さっています。 

☆伊東さんは会計をこの度辞任され、副会長に専

念することになりました。 

☆副会計の東谷さんはファーム係に専念すること

となりました。 

☆会計は三浦さん.福会計は太田さんと共にお引き

受け下さいました。 

☆相変わらずコロナの影響で、4.5.6月は人数制限

をして活動をしましたが里山は順調に良好管理 

☆ファームに笹の根が入り込まないように、常に

葉を取り除いて下さるようお願いします。 

4～6月の主な活動記録 

7月～9月の主な活動予定 

長岡総子（日野植物研究グループ）  

5月24日、倉沢里山を愛する会の櫻井正之さんによる

案内で長久保緑地、第一緑地、北緑地（竹林）、ひな

た緑地に出現した植物を記録させていただいた。長池

公園園長の内野秀重氏にも参加いただき数人で実施し

た。 

長久保緑地を初めて訪ねた時には植物はまだ少な

く、コナラやクヌギを植栽し始めた状態で「これから

が大変」と田村さん、峰岸さんが説明されていた所

が、今回、樹々は成長し、林床には東京都の絶滅危惧

種ワニグチソウが一面に群生していたのに驚いた。 

午後、北緑地の竹林に自生する立派なタマノカンア

オイの株を観察し、ひなた緑地に入った。ヤブレガサ

やオオバギボウシなどがコナラ・クヌギ林の林床を

被っている。その先でハバヤマボクチが何枚もの新葉

を出し、昨秋の花をつけた茎も残っていた。2015年11

月に見た時には、葉は半分枯れ、オヤマボクチかもし

れないと悩んだことを思い出す。 

絶滅危惧種のオケラが群生し、キンラン、ササバギ

ンランもあちこちに現れる。斜面を上り詰めた付近に

はコウヤボウキ、カシワバハグマが多数出現し、もし

やと思って必死で探すと、両種の雑種、カコマハグマ

の株を発見！2018年9月に花を見た時以来だ。 

帰路、「ここは素晴らしい林床ですね！」と、内野

氏が呟いた。そのことを田村さんにお伝えすると、

「管理は一年に一回、秋にしてください」と元地主さ

んから言われているので、その時期、機械刈りをして

いるとのこと。北緑地からひなた緑地で記録した全107

種のうち、絶滅危惧種は5種。外来種はわずかセイタカ

アワダチソウ、トウネズミモチの2種のみだった。 

「倉沢緑地をもしあの相続時に開発していたら、あ

れらの植物は今、なかったと思うと本当に残して正解

でしたと思う今日この頃です」との田村はる子さんの

言葉に頭が下がった。入山規制と1年1回の管理、倉沢

里山を愛する会の方々のご苦労がこのような里山を作

り上げたのだろう。 

倉沢植物調査 

―カコマハグマとの再会― 

ファームの空き 

待ってまーす！ 

ファームの空きを待ってる

方が、現在 6名います。基

本的に一家族１区画。畑を

楽しみたい方が待ってます

ので、切りの良い時に御返

却お願いします。これもタ

イミングで空きの多い時は

草をはやすより良いとお願

いすることもありますが足

りない時は平等に畑が行き

渡りますように、譲り合う

ことをお願いしています。 カコマハグマ（内野秀重氏撮影） 


