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ヒガンバナ（ヒガンバナ科） 

学名も科も属も同じ植物に東京都の準絶滅危惧

種キツネノカミソリがあります。ヒガンバナと異

なるのは生育場所、1月ほど早く開花し散形状に

咲き結実する、葉は

白緑色で早春に出て

夏に枯れる等。 

両種とも有毒で特

にヒガンバナはそれ

を利用してネズミや

モグラ対策、湿布剤

としても利用した

り、球根に澱粉があ

るので飢饉の時は毒

抜きをして人も食し

たとかで、田んぼの

畦にわざわざ植えたようで、生育場所は原野や路

傍、墓地にもみられます。ヒガンバナは開花後、

秋の内に濃い緑の長い葉を出し春には枯れます

が、冬の間その葉の上を滑って遊んだ幼年期を思

い出させます。 

今では日高市の巾着田に多くの人が観賞の対象

として訪れるほどの人気植物になっています。花

の盛りに葉はなく結実もせず、葉は花を見ず、花

は葉を見ずとその生育場所や開花時期、花の生態

からか別名・方言などが多く1千以上と言われる

程あるようです。いくつか挙げると曼珠沙華（梵

語で天上の華の意）・死人花・幽霊花・捨子花・

天涯花、調べたらおもしろいでしょうね。 

花茎の先に、強く反り返った赤い花被と長く突

き出る雄しべで輪状に華やかに咲く。「彼岸」の

ない国の学者が燃えるような真赤な華の色どりに

ギリシャ神話の美女リコリスを連想して学名とし

たのも、彼岸の頃咲くので和名をずばりヒガンバ

ナとしたのもどちらの命名も納得できます。 

８月末まで猛暑で９月になって急に肌寒く秋を

感じた2021年の開花、アリスの丘では９月８日か

らでした。生育場所でも少々の違いがあるようで

す。              （峰岸立枝） 

倉沢里山で田舎の思いをもう一度 

千葉 淳一 
今年6月に入会させていただきました千葉と申しま

す。皆さんよろしくお願いいたします。 

出身地は秋田県で、見渡す物はすべて田んぼと畑

しかない田舎ですくすく育ちました。 

田舎に居ても就職先が少ない為、ここは花の東京

で一花咲かせようと希望を胸に抱き就職するも花が

咲かないまま昨年の春に定年退職、退職後は、いま

までとは違い時間が沢山あり、よく孫と散歩に出掛

ける機会が多く、その際に偶然にも田舎で見ていた

光景の様なファームにたどり着き、そこで畑作業を

している人に声を掛け聞いて見たところ、会員にな

らないとファームでの作業活動ができないと教えて

貰い、早々に事務局の田村さんを紹介して頂きまし

た。 

その後、田村さんから倉沢里山の場所などを事細

かくご紹介して頂く中、森もあれば畑もあり鳥もい

れば蛇もいる、更に自然を愛する人が沢山いると聞

かされ、その時、私は今多摩市東寺方に住んで5年

経ちますが、こんなに近い所に里山があると何で今

までに知らなかったのかと、後悔をするくらいに素

晴らしい場所だと感動し、迷わず入会を申し込みま

した。 

最初のボランティア活動は、長久保緑地の草刈り

をする事になり何十年かぶりに機械で草刈りをしま

したが、思っていた以上に気温が高いこともあり、

結構へとへとになってしましました。でも私よりも

年輩方は、へばることも無く元

気よく草を刈っている姿を見た

らこれではダメだ、もっと頑張

らないといけないと、痛感させ

られました。 

 今後は、ボランティア活動を

通して残り少ない貴重な自然を

守る為に、積極的に活動に参加

させて頂き、誰からも愛し続け

ていただける倉沢里山を目指し

て、微力ではありますが会員の

皆さんの御指導を頂きながら、

明るく楽しく意欲的に家族共々

参加させていただきます。最後に、ファームで沢山

の野菜を作り、家族から美味しいと喜んでもらえる

笑顔を目指し老後の人生を楽しみたいと思います。 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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農のある暮らしづくり協議会代表 佐藤美千代 

2015年に都市農業振興基本法が施行され、都市農

地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市に

「あるべきもの」へと転換しました。2017年の都市

緑地法の改正では、農地も「緑地」として政策に組

み込まれることになりました。さらに2019年、都市

農地の貸借の円滑化に関する法律の制定により、生

産緑地の貸借の円滑化が図られ、市民も活用できる

都市農地へと変わりました。 

これらにより、都市農業・都市農地政策の対象は

「農業者」に加え、「地域社会」の観点が組み込ま

れ、市民の役割がますます重要となってきていま

す。 

私達「農のある暮らしづくり協議会」は、日野市

まちづくり条例に基づき、テーマ型まちづくり協議

会としては日野市で第1号として2018年6月に発足し

ました。メンバーは農家を含む多様な市民で構成さ

れ、①多面的な機能を持つ農地をまちづくりの資源

として積極的に保全・活用すること ②農的資源を

活用したまちづくりを地域住民等が自ら行うことを

目的としています。その後協議会での対話を重ね、

「農のある暮らしづくり計画書(案)」を作成して

2020年7月に市へ提出。行政の関係各課長との調整・

審議会や市議会での承認・市民向け説明会を経て、

2021年4月、ようやく日野市まちづくり条例に基づく

「農のある暮らしづくり計画」が正式に決定しまし

た。その計画の内容は、「人」、「場所」、「仕組

み」の視点で整理しています。 

■人の視点：農家や市民・活動団体を繋げ、創発を

促し、農の新たな価値をつくる。 

■場所の視点：誰もが気軽に立ち寄れる範囲（中学

校区に一カ所程度）に農の活動拠点（コミュニ

ティガーデン）を整備する。 

■仕組みの視点：活動団体や行政をコーディネート

する中間支援組織をつくる。地域コミュニティが

農の活動拠点を整備・運営するための人材を育成

する。 

詳細は、日野市ホームページでご覧いただけます

が、この目的を推進するため、2020年に「一般社団

法人TUKURU」を立ち上げました。公園・緑地や低未

利用地を利活用する活動も始まっており、7/12には

先進事例である貴会の見学会を企画実施させていた

だきました。今後ともお力添えをいただきたく、ど

うぞよろしくお願い致します！ 

富所 貴大 

先日見学させていただいた富所と申します。私は

東京大学で建築を学んでいます。倉沢の里山を訪れ

て感じたのは、ファームが非常に高密度であったこ

とです。丘中に一目では区画の境目が分からないほ

どびっしりと農作物が実る風景は圧巻でした。 

およそ１２０家族の大人数がひと続きの地面の上

で、ともに活動するだけでも大変そうだと私は感じ

てしまいます。それだけ大人数の人が集まれば色々

な考え方や行動の人がいるでしょうし、まして農業

となると隣同士で地面を共有する意味はもっと大き

くなることでしょう。それでもアリスの丘・風の丘

ファームさんで長年、共同耕作が続いているのは

もっと大きなモノを共有しているからでは、と私は

思いました。 

雑木林の管理を通じて地域の自然までも共同で管

理し愛していることが同じ地面の上でうまくやって

いくことに繋がっているのかもしれません。雑木林

を守り、雑木林のきれいな湧き水を使い、近くの大

学や農園の糞を使う。 

自らの区画だけを管理さえすればよいという狭い

枠に囚われず、より大きなモノを愛することが各区

画の農作物を作って、あの実りの風景を作っている

のではないのかなと感じました。 

私が研究していることがまさにこのことです。近

代的（土地）所有権の下では所有する土地で何をす

るのも自由ですが、人為的に引いた過ぎない線で生

態学的に線引きがあるわけではなく、周囲の人々や

モノ（自然環境）と常に関係しあっているはずで

す。 

区画された自分の土地で生きるということはすな

わち、地域や地

球のシェアされ

たひと続きの土

地の一部を使う

ことでしょう。

近代所有権に基

づく社会でこの

シェアする責任

はいかに果たさ

れ得るのか？そ

んなことを研究

していきたいと

考えています。 

将来世代に「農のある暮らし」を残すために ひと続きの地面をシェアすること 

7/12 農のある暮らし作り協議会の皆様 
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写真と文 杉本 研士 

「ホオジロ」は、姿か

たちはスズメに良く似

ています。スズメを全

体に細くきゃしゃにして、首から上の黒と白の

振り分け具合をはっきりさせた感じです。 

「ホオジロの声聞けば山里ぞ恋しけれ」とは、

さる詩人が望郷の気持ちを詠った一節と記憶し

ていますが、さまざまに聞き取れるサエズリは

昔から有名です。 

寒風のすさぶ野原で春も早々、空を刺している

桑の木の枝先などにかじりついて揺れながら 

「てっぺん欠けたか！」 

「おせん泣かすな 馬肥やせ！」 

「一筆啓上仕候！」 

「デッチびんつけ いつ付けた！」 

少年のころの一時期、私はパチンコと呼ばれる

飛び道具を持ち歩いていて、なんとかして一

度、ホオジロに一泡ふかしてやろうとたくらん

だことがあります。 

土手に身を隠したり、なんの興味もないといわ

んばかりに口笛を吹いたりして近づかなければ

いけません。 

ホオジロはスズメの親戚だけに頭の回転も速い

ようで、何がたくまれているかを察して飛び立

ち、遠くでまた大声をあげます。 

「け け け 見えたよ 見えたかい ふえー！」 

「お前のパチンコ 歪んでるじゃないか！」 

「風邪引かぬうちに とっとと帰れ！」 

「間抜け 間抜け 父ちゃんに叱られろ！」 

「階段すべるな 落ちるな けっつまずくな！」 

今でもそうなのです。ホホジロの歌はとても美

しいのですが、叱られているような、野次られ

ているような、そんな緊張を含んでいるように

感じられます。 

姿 も、妙 に ず

んぐりむっく

り に 見 え た

り、た い そ う

スマートに見

え た り と、差

が大きいよう

に思います。 

倉沢周辺の 

鳥たち 

 ホオジロ 倉沢里山を愛する会出前授業 

   日野市立夢が丘小学校 須藤 利伸 

夢が丘小

学校では、

「共に地域

に 生 き る 

～生活科・

総合的な学

習の時間を

通してイン

クルージョ

ン教育の推

進 を 図 る

～」をテー

マに校内の

研究を進め

ています。 

緑ある自

然に囲まれ

た夢が丘小

学校に生活している子供たちに、自分の住む地域を

改めて知り、様々な興味、関心をもたせたいと考え

ています。その過程で、様々な人々の協力をいただ

き、地域の様子を実際に見たり、地域の方々に話を

聞いたり、体験や対話を通して感じたりすることで

地域の人々とのつながりができるのではないかとも

考えています。 

３年生は、年度初めから社会科の学習などで自分

たちの学校の周辺について学習を進めてきました。

そして、総合的な学習の時間で、自分たちの住む

「七生」について調べる学習を進めていくこととし

ました。七生について知っているようで、自然や生

き物について知らないことが多いことに気付き、グ

ループごとにテーマを設定して調べる活動を行いま

した。 

そこで、７月１日に倉沢里山を愛する会の安孫子

会長様を始め、会員の方々に来校していただき、子

供たちにお話をいただきました。 

昨年度に引き続き、たくさんの準備をしていただ

き、子供たちにとって貴重なお話をしていただきま

した。子供たちからは「こんなに貴重な花が身近に

あるなんて知らなかった。」「アライグマを見てみ

たいけど、自然にはよくないことが分かった。」

「このように自然を守ってくれている人がいること

を初めて知った。」などの感想がありました。本校

に赴任して１０年を超える私も、こんなに希少な植

物があることは初めて知りました。お話を聞いて、

自分の住む地域がとても自然に溢れていることを感

じ、たくさんの人によって支えられていることに子

供たちも私も気付かされました。 

お話をいただいた役員の皆様を始め、出前授業に

携わっていただいた倉沢里山を愛する会の皆様に、

感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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7月5日（月）第１緑地マーク付け（15名） 
7月10日（土）第１緑地機械刈り、第2緑地手刈り
（30名） 

7月25日(日）ひなた緑地クズ取り他（14名） 
8月18日（水）植物保護、倒木処理(23名） 
8月21日（土）栗林機械刈り、粗朶柵整備（32名） 
5月15日(水）タラの丘.第2緑地北空地.赤道機械刈
り、万蔵台緑地道路沿い手刈り、会計.活動報
告、緑地公開のためのリハーサル（34名） 

5月23日(日） 外来種除去.希少種マーク付け.バー
ソブ手入れ（15名） 

5月26日（水）万蔵院台機械刈り、タラの丘.第2緑地
手刈り（27名参加) 
６月10日（木）長久保緑地マーク付け（15名） 
７月８日（木）第１・第２マーク付け（11名） 
７月１０日（土）第1緑地機械刈り第２手刈り（29名） 
７月25日（日）臨時植物保護と杭打ち（14名） 
８月１８日（水）植物保護（13名）倒木処理（7名） 
8月21日（土）栗林機械刈り・粗朶柵のツル除去・ブ
ルーベリー草取り・バーソブの手入れ（36名） 

9月13日（月）第１緑地崖地杭打ち（9名） 
9月14日（火） 植物保護 タラの丘・赤道（15名） 
9月19日（日）タラの丘・赤道の草刈り（38名） 

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

服、帽子は避けて下さい）各回おやつあり 

10月10日(日)第一緑地機械刈り 

11月6日(土) 栗林万蔵院台.長久保緑地機械刈り 

11月23日（火）果樹剪定。北緑地草刈り 

12月11日（土）果樹剪定、ひなた緑地機械刈り、長久保

緑地落ち葉掃き 

 毎回活動の数日前に植物保護日があります。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆ススキの穂が出てきて、夜には秋の虫の声、高

齢者が多く、心配でしたが、真夏の過酷な草刈り

にめげることなく、熱中症にかかる方もなく、無

事に乗り切れたことに感謝申し上げます。 

☆栗のイガ片付け作業は8/23より毎日実施してい

て、そろそろ終了します。 

☆5/29（土）日野市主催の緑地公開は、コロナで

中止となりました。リハーサルを実施も残念。 

☆相変わらずコロナの影響で、7、8、9月は人数制

限をして活動をしました。 

☆ファームに笹の根が入り込まないように、常に

笹の葉を取り除き、周辺の草刈りをして下さい。 

☆9/14植物保護時に、ヌスビトハギによく似た植

物を発見。ピンクの萩のような可愛い花が咲き、

どこから侵入してきたか、外来種のアレチヌスビ

トハギでした。そのままにすると、はびこり苦労

しますので、心を鬼にして抜き取りました。 

7～9月の主な活動記録 

10月～12月の主な活動予定 

倉沢里山植物調査 

５月２４日に倉沢里

山の植物調査に参加、

手入れが行き届いた地

に数多くの植物を確認

できた。 

長久保 緑地の崖 を

上ったところにキクバ

ドコロが生えていた。こ

の植物はヤマノイモやオニドコロと同じ仲間で標高

の少し高い所に生えるため、前回（2007年）の日野

市植物調査目録に載っていない珍しいもので、参加

者はとても感激した。崖を上った先の帝京大施設際

には、ニワウルシ（別名シンジュ）の幼木が勢いよ

く幹を伸ばしており、このまま育つと里山の在来植

物の生育環境を壊してしまう外来種なので、根元か

ら折り処分した。近年見かけることが多くなったニ

ワウルシは5㎜程の実に4～5㎝の翼を付け風で飛ん

で増殖する。育ちが早くて高木になり強健で、周囲

植物の生育を妨げてしまう迷惑な木で、市内でも河

川敷で繁殖し過ぎ困っている所がある。 

第一緑地では崖の近くで、ヤマウルシにあまり見

られない黄緑色の花が咲いており、嬉しく観察でき

た。また、バアソブが第二緑地と炭焼き小屋近くの

道路沿いにあり、市内では数少なく貴重な植物の一

つで会が保護をしています。筒状に咲く花が可愛く

て楽しみです。 

今年も見事な花を咲かせたシロバナカザグルマが

良く保護されているのを参加者で確認。この植物も

三多摩地方で貴重種にされており、大事に見守りた

い。昨年7月に田村はる子さんが、初めて見つけら

れたタシロラン、今年も白い茎を伸ばして咲いてい

るかと、同時期にひなた緑地への入口を覗いたとこ

ろ見事な株が咲いていました。近年少し増えている

ランで前回の日野市植物調査目録にもありません。

今回の日野市植物調査は2007年の発表から植物の状

況が変化しているので、その実態を調べ記録するた

めに行なうもので2年程

かけて市内を調査す

る。前回は峰岸立枝さ

んと田村はる子さんが

参加され倉沢里山の調

査を始め、立派な活躍

をされておられた。 

第一緑地のヤマウルシ(筆者撮影) 

キクバドコロ（筆者撮影） 

櫻井 正之 


