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ホオノキ（モクレン科） 

第１緑地で落ち葉を見ながらの二人。Ａさん

「この葉なんの木、気になる木」、Ｂさん「ほ

う、気になりますね、この大きさ」。Ａさん

「木の名前ですよ」、Ｂさん「ほらほら、朴葉

寿司や朴葉みそなどに使うホオ（朴）ノキです

よ」。Ａさん「ホオなんですか」なんて会話が

あったかも。 

私達の管理地ではもちろん、高尾山でも落葉

高木で見られる木の葉としては最大級です。２

か所の葉身(有柄)の大きさを測ると第一は長さ

38、幅15、長久保は長さ49、幅18(単位cm)ほど

の大きさでした。枯葉でなかったらもっと大き

かったでしょう。 

第1では１１月２５日にはまだ完全に落葉して

いませんから葉の付き方が見られますがそのよ

うな大きな葉が枝先に集まり互生していてその

上に５～６月に帯黄白色で直径１５～２０cmで

芳香のある花を上向きに咲かせます。花を愛で

るには高所より見るしかありません。幹は直径

1mにもなるそうですが第1は根もとで3本に分

れ、さらに上で枝分かれしながら杉などと高さ

を競っています(樹高15～20m、時に30m)。長久

保は第一より樹齢は若いが幹は１本なので葉も

大きくなり、完全に落葉が終わり、落ち葉の山

を作っていました。 

モクレン科でコブシ・モクレンは落葉小高木

なので庭木にされますが、ホオノキは公園や街

路樹として、また、材は用途が多いので、里山

のホオノキは

元地主が山に

それぞれ植え

たものと思わ

れます。今回

は枯れ落葉に

注目した植物

誌でした。 

峰岸立枝 

里山の会の活動に参加して  

柿沼 芙美  
 初めて里山の会のボランティア活動に参加しまし

た。三沢中学２年生です。おにぎりの具は鮭が好き

です。剣道部部長です。ボランティア活動を行う理

由は、貴重な植物を守るためです。貴重な植物は他

の植物に負けてしまうから定期的な草刈りが大切ら

しいです。貴重植物の中にカザグルマというのがあ

るのですが、つるがとても似ているヤマイモがあり

ます。カザグルマのつるが茶色をしているので見分

けがつきますが、ヤマイモを切っているついでに

切ってしまいそうで怖かったです。切るのに鎌を使

うのですが、私は左利きなので扱いが難しかったで

す。斜面での作業で、鎌を使い固い茎を切っていた

らそのまま鎌が足にあたり痛かったです。斜面から

下りると足に虫がついていると父が払ってくれたの

ですが、見ると大嫌いな毛虫だったので大ショック

でした。道路沿いに溝があって、そこに大量の葉が

落ちていたので鎌を二本使って挟みながら外に出す

こともしました。大雨の時に洪水を起こしてしまう

ので、今のうちに流れの邪魔になってしまうものは

どかそうと言っていました。葉を切っていた影響か

分からないけれど、みみずがたくさん溝に落ちてい

たので鎌で挟んで土の上に置きました。緑の門の近

くに登り、細い竹を切っていて疲れたので座って休

もうとしたら細い竹の断面がお尻に刺さり一人でも

だえていました。父がこっちの方が戻りやすいよと

教えてくれてついていったのですが、草がぼうぼう

で通りにくい道でした。道路の方へジャンプして

帰った方が早いと思いました。作業が終わったら大

好きなおにぎりが出てきて感動しました。もちろん

鮭を選びました。休ん

でいたらはる子さんが

渋柿を分けてくれたの

で干し柿にします。早

く食べたいです。いつ

もは剣道部の活動で

来 ら れ な い の で す

が、今回は参加でき

ました。このように

自然にたくさん触れ

ることができる里山

が身近にあって有難

いなと思いました。 
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                藤嶋和夫           

去る昨年10月、近くに住む友人から、倉沢里山を愛

する会のことを教えて頂き、その活動などを聞い

て、入会しました。この里山については10年以上前

ですが、ブルーベリー狩りをして、一度だけ山に

入ったことがあります。里山で出来たリンゴや卵

が、学校給食に提供されていたことも知っていまし

た。里山と言えば小学校の頃木の生えていない狭い

場所で手製のグローブで野球をした記憶がありま

す。今日本各地の里山が人口の高齢化、集落の過疎

化等により管理が行き届かなくなり山の荒廃が進ん

でいることが、よく言われます。私は以前多摩市の

シルバー人材センターで、植木職の研修を受けたこ

とがあります。植木の剪定、木の枝の形の良い切り

方、刈り払い機の操作などを学びました。植木屋さ

んにはならず公園管理の仕事を選び、それを6年間続

けました。植木屋さんは働く日数が多く続けられな

いので、公園管理の方を選んだのです。今は体力的

に機械の操作は危険ですが、他の仕事なら続けられ

る体力はありますので、里山の景観の管理に少しで

も役に立ちたいと思っています。また、里山を愛す

る会のメンバーには、山にあるファームを任せても

らい、野菜が作れると聞いております。出来れば私

も畑の管理をして野菜を栽培したいと思っていま

す。現在空きを待っ

ています。出来た作

物は私がメンバーに

なっている「ヴィー

タ男の会」月に一度

集まって、料理を作

り食べる会です。料

理の他お花見、忘年

会、新年会、カラオ

ケなどもあります。

その会などに作った

野菜を提供したいと

思っています。 

中川静治、行子 

 此の度入会致しま

した中川です。私が

此の会を知ったのは

ある友人がこの会員

で、奨めてくれまし

た。どんな場所でど

んなボランティアを

するのか確認しそれ

なら私の好きな事

で、昔から草木草花

がとてもいまでも大

好きです。趣味で盆

栽を50年程やってま

したが、もう年齢81

歳を超えていますから盆栽はもう処分致しまし

た、そして、今年から畑に芽生えて、ベテランの

人に助けて頂き今は畑の一年生ですが、それより

も里山のボランティアは全く何もわからない初心

者ですから、お役に立てるか心配はありました

が、あと何年出来るか分かりませんが、自分の健

康のために頑張ろうと、勝手な気持ちで入会致し

ました。初めて倉沢の里山を歩いてみて、こんな

近くにこんな場所が

あり、とてもやる気

を感じているところ

です。皆様と今後

も、末永くお付き合

いよろしくお願い致

します。なお私事で

すが自己流の絵手紙

を8年ほど前からボ

ランティアで生徒さ

んたちと月2回の教

室を行っています。

その一部を添えさせ

ていただきます。 

里 山 の 会 に 入 会 し て 好きな草木のある里山で健康維持 

ニュースレターが、丁度今回で記念すべき100号となりました。当初は3号も出せればいいのではないかと

思っていましたのが、よくここまで続いたものだと思います。記事がなくては発行できませんので、皆様一

人一人が書いて下さったお陰と、感謝しているところです。20年間の編集は、3人にわたり繋いできました。

初代は田村裕介氏、次に小泉祐子さん・正美さんご夫妻が、現在は私が引き継ぎました。記事を書いて下

さった方の中には、既にやめたり，他界された方もいらして、20年間の会の歴史や思い出がぎっしりと詰

まっています。この先のニュースレターも皆様に少しづつ書いて頂きながら、会の日常の歴史を刻みたく

思っていますので、記事依頼をされた時には、どうぞ引き受けて下さるようお願い致します。緑地を残し、

いつもと同じように毎年毎年きれいに維持されているのも、皆さまの力の賜物です。一人一人の力は小さく

ても皆で力を合わせると大きくなるものですね。一粒の麦から始まったことが、飽きずに継続することによ

り、こんなに大きな麦畑のうねりとなりました。これからも会員の皆さまが、自然を享受し、心より楽しめ

る緑地保全の会として継続できれば、寄附者の一人として、こんなに嬉しいことはありません。田村はる子 
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写真と文 杉本 研士 

 強 烈 な さ え ず り が

延々。 

「きれいな鳴き声だけど、いい加減で勘弁してほし

い！」･･･こんなふうにうんざりする人が多いのでは

ないでしょうか。 

「ガビチョウ」を漢字で書くと「画眉鳥」。目の周囲

が、くっきりと白く化粧されています。「歌舞伎」や

「京劇」の「隈取」のようです。 

本来の生息地は中国南部から東南アジア北部。江戸時

代からぽつりぽつりと日本に入って来ていたようです

が、1970年代に折からのペットブームで輸入が急増。

おそらく、「よく鳴きすぎる」ということで飽きられ

たのでしょう、飼いあぐねた人から「かごぬけ」。あ

るいは、売れ残りを抱えた業者が廃棄放鳥。 

全体に茶褐色、ヒヨドリほどの大きさ。藪の陰をボサ

ボサという感じで低く移動する感じで、飛ぶことはあ

まり得意ではありません。見かけによらず、結構に用

心深くもあります。 

 ３０年ばかりも前、このあたりに進出してきた頃の

鳴き声は、もっとすさまじく切迫したものでした。こ

こで生存してゆけるのだろうかとガビチョウも心細

く、懸命に仲間や番いの相手を探したに違いありませ

ん。悲鳴のように、のべつ幕無しの必死の響きが込め

られたものでありました。まったく、たまりませんで

した。 

 初期のガビチョウの懸命さは報われ、大変な勢いで

個体数を増し、ある時期には、全山ただガビチョウの

声だけが響き渡る、という事態にまでなってしまいま

した。やがて「日本生態学会」によって「侵略的外来

種ワースト100選」に選定されるまでになります。ア

ライグマ、カミツキガメ、バス、アメリカシロヒト

リ、イエシロアリといった堂々たるメンバーたちと並

んでのことです。 

 ところが、このところ、「ガビチョウに煩わされる

ことが少なくなった」というのが大方の感想になって

います。そういえば、さえずりが以前よりも控え目に

なり、強弱や間もそれなりに上手に混ぜられるように

なっています。自信が感じられるのです。隠れ方が巧

妙になったのかも知れません。・・・ありそうなこと

です。ガビチョウのあのかしましい鳴き声にうんざり

する回数が数年前よりも確実に減っているにもかかわ

らず、カサコソと、彼らが付近に潜んでいる気配は相

変わらず感じられるのです。 

本当に、深く静

かに潜航するこ

とを学びつつあ

るのか。私だけ

の印象なのか。

他の場所や地域

での様子も気に

な る と こ ろ で

す。 

倉沢周辺の 

鳥たち 

 正体 見たなぁ

ガビチョウ 
倉沢里山との出逢いに感謝    

文 直江世志子 

日野市程久保に引っ越

し、3年程が経ちました。

夫婦共々、サラリーマン

である私達は、子育てと

仕事に追われ、忙しい

日々を過ごしてきました

が、子供達も自立し、ま

た、仕事も時代の流れに

ともない、テレワーク

や、内容に変化が生じ、

時間に余裕が生まれてま

いりました。 

そのような中、3歳の愛

犬「太平(たいへい・フ

ラットコーテッドレトリ

バー・大型犬)」を散歩や

遊泳させる時間を楽しみ、同時に、日野市の美しい

河川、水路、山竹林、動植物、田畑に感動し更には

保護活動、歴史にも興味を持つようになりました。 

そして、市が主催する、様々な関係企画に参加を

重ねていくうち、倉沢里山の歴史、古代の土器や古

墳の存在を知り、安孫子さん、田村さんと出逢い、

保全活動に共感、皆さまとの貴重なご縁を頂いた次

第です。 

入会2日後には、早速、緑地保全活動に参加させて

頂き、なぜ、この里山が美しく保たれているのかを

体感いたしました。たくさんの方々の想いとご努力

のおかげさまで、私達は大変に心豊かに過ごせる経

験を、これからさせて頂けるに違いありません。 

なお、主人は、清流や元水田地の整備ボランティ

ア経験があり、農耕機器や道具の使い方は少々得て

います。お役に少しでも立てれば幸いです。 

また、畑で野菜作りをする願いも叶いました。春

から夏にかけての家庭菜園経験しかない初心者です

が、張り切る気持ちと、お任せ頂いた畑が大豊作と

なる妄想は、持っております！ 

皆さまには、色々と教えて頂く事ばかりです。 

丁重にお願いと、ご挨拶を申し上げます。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

草刈り機を扱うご主人の直江博和様 

太平君もバンダナをして 
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10月7日（木）長久保緑地マーク付け・渋柿もぎ
（15名） 

10月10日（日）長久保緑地機械刈り、万蔵院台崖地
手刈り、カザグルマ地区、バーソブ地区 55名） 

１１月4日（木）植物保護・柚子もぎ（20名参加） 
11月6日(土）第一緑地・万蔵院台機械刈り 
 万蔵院台保護区・第二緑地の手刈り（50名） 
11月21日（日）植物保護・北緑地周囲草刈りと枝払
い・第２緑地、ひなた緑地、北緑地竹林保護植物
の印付け(22名） 

11月23日（火）第２緑地機械刈り・第一緑地の下、
水路横の路作り・竹林の高木伐採・ひなた緑地の
枝拾い・万蔵院台緑地保護区手刈り（48名） 

１１月27日（土）チェーンソーの手入れ（７名） 
12月9日（木）植物保護・ひなた緑地の手刈り・外来
種抜き・太枝きりで枝の整理（16名） 

12月11日(土）ひなた緑地機械刈り・第一緑地の落
ち葉掃き・第一下の水路横の路作り(53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。各回おやつあり 

1月7日(金)高木伐採、片付け（緑と清流課との協働） 

  この日は第2緑地９時集合、お間違いなく！ 

1月22日(土) 長久保緑地・第2緑地・タラの丘落ち葉掃

き、樹木伐採チェーンソー講習会（申込制） 

2月19日（土）第２緑地、タラの丘落ち葉掃き 

3月20日（日）万蔵院台緑地落ち葉掃き・椎茸植菌 

 ☆冬場は樹木伐採、剪定その他番外編があります。 

都度メールでお知らせします。第２緑地広場９時集合 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆明けましておめでとうございます！ 

今年も皆様にとりまして良い年となりますように 

お祈りいたします。 

 2022年度もどうぞよろしくお願い致します。 

☆昨年10月より緊急事態宣言が明けて、活動は事

前予約なしの自由参加になりました。 

☆20年間ファームで使用していた田村家の井戸水

を廃止し、市の水道をファーム側の壁沿いに設置

しました。使用した分だけ料金に跳ね返ってきま

す。それぞれが雨水をためるなど工夫をして、節

水を心がけて下さい。 

☆ファームでの焚火を禁止とします。伝統行事、

農家の虫駆除以外、日野市での焚火は条例で禁止

となっています。土に帰るものはそださくか、畑

に埋めるなど、処理をして下さい。プラゴミのビ

ニールひもはそださくに入れず、持帰りです。 

☆ファームの方は、ファーム規約にあります通り

１月末までに5回の参加がありますと、次年度も

耕すことが出来ます。 

☆２月に更新手続きの通知を発送いたします。 

 お辞めになる方は早めにご連絡下さい。 

10～12月の主な活動記録 

1月～3月の主な活動予定 

井戸水から公営水道に 

20年間私達のボラ

ンテア活動を支え

てくれました一つ

に井戸水がありま

す。夏は冷たく私

た ち の 喉 を 潤 お

し、冬は温かみの

ある感触がありま

した。また、ファームには欠かせない水の供給源で

もありました。この井戸水は田村家が当会のために

設置したものであり、ポンプの維持、電気代等のす

べてを田村家が負担してきました。 

当会として、何時までも田村家に負担をかけなが

ら井戸水を使用していくことは好ましい事ではあり

ません。そのため、新たな井戸の掘削、公営水道の

設置を検討しましたが課題があり実現しませんでし

た。そのような時、田村裕介さんが以前より市にお

願いをしてきました「アリスの丘Ⅱファーム」の

パートナーシップ協定締結に道筋が経ち、現在の土

地所有者である日野市土地開発公社との間で土地使

用の覚書を締結することができました。そして公営

水道設置の許可がいただけました。ついに当会が

願っていました水道を「アリスの丘Ⅱファーム」に

設置することが出来ました。 

これからは当会が管理する水道です。当然水道料

金、設備の管理費用は当会が負担することになり

ます。水道の使用にあたりましてはファームで使用

する水は雨水の活用等工夫をした節水に心掛けてい

ただくとともに、次の事項を必ずお守りください。 

※ 水道使用後，水道

栓は外して保管場所に

戻してください。 

※ 蛇口にホースを接

続しての使用はしない

でください。 

※ 野菜を洗わないで

ください。 

また、排水は下水管に

接続されていませんの

で、外部（公道）に漏

れないよう工夫をした

使用をお願いいたしま

す。 

副会長 伊東晴雄 


