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キン・ギン・ササバギンラン(ラン科)  

植物誌を書くにあたり、都環境局や環境省のレッ

ドリストに該当するか否かで植物を選ぶことはな

かったのですが、今回はそれにこだわり、キンラ

ン・ギンラン・ササバギンランの３種の多年草を扱

う事にしました。 

３種とも山地や丘陵に生え、和名では金蘭、銀

蘭、笹葉銀蘭で花の色と葉の感じを表しています。

花期は金蘭が４～６月、銀蘭・笹葉銀蘭が５～６

月。草の高さは銀蘭が10～30㎝、金蘭・笹葉銀蘭は

少々大きく30～50cmとなります。 

３種が主に生えている所は日向と北緑地です。添

えた写真を見れば、ここまでの情報でどれかは見つ

かるかもしれませんが、もう少し詳しく述べないと

なりませんね。 

金蘭の茎は緑色で直立し、葉は長い楕円形で茎に

互生し先はとがり、下の方は葉柄がなく茎を抱きま

す。花は茎の頂上にありよく目立ちます。銀蘭の葉

も長楕円形ですが、金蘭より枚数は少なく形状も少

し違います。その葉先に金蘭と同じく花を咲かせま

すが、金と銀と色が異なるだけでなく形状も数もだ

いぶ異なります。 

笹葉銀蘭も直立した茎の上部に開花しますが、他

の２種に比べて葉が大きく葉数も多く、巾は狭く先

が長くとがっています。特に花穂の下の部分の花に

ある葉が長く、葉と花の部分が共にある感じです。

地下では根を少し横に伸ばし、そこから１年ごとに

茎を伸ばして葉をつけ花を咲かせるという少しずつ

移動しているのがわかる根の造りです。 

今回は（絶滅の危機が増大している種）のキン

ラン・ギンランと、(絶滅危惧に移行する可能性の

ある種)のササバギンランをご紹介しました。読者

の貴方もどれか今年は実物をみつけ観察してみま

せんか？ 峰岸立枝 

里山の将来のために~伐採活動体験～ 

直江 博和  

 約３ヶ月前に入会し、チェー
ンソー操作を早々に体験！そ
れは、私にとって思いがけな
い事でした。なぜなら昔、テ
レビで外国人アーティスト
が、チェーンソーを縦横無尽
に操り、大きな丸太を見事な
作品にした画像を目にし、憧
れを持っていたからです。 

しかし実際に手にしてみる
と、想像以上に難しいもの

でした。仕事やプライベートで電動器具操作の経
験はあるも、チェーンソーは初めて。緊張の中、
ベテランの先輩方々が丁寧に指導くださいまし
た。このレターを以て、感謝申し上げます。 
まずは、安全第一。刃のついたチェーンが高速回
転。注意が必要な
のは当然ですが
「キ ッ ク バ ッ
ク」という、刃
が自身に跳ね返
りかねない事、
伐採場所周囲の
様々な状況に留
意する事を学び
ました。 
 い よ い よ、
「ひこばえ」、
高木が成長の再
スタートをきる
春、木の芽が活
動する前の、冬
季限定でチェーンソー操作開始！先輩が伐採した
幹部分の裁断から練習、ついに、立木を切り倒せ
たのです。 
そして、重要なメンテナンス。刃研ぎは押し方

向のみ水平に30度、チェーンの張りの調整方法、
ここまで、数日の里山活動をかけて学びました。
今後にしっかり活かしていきます。 
 そして、その間、張り切って落ち葉掃き作業を
していた妻は、伐採した木が椎茸のほだぎ等に再
利用される日を楽しみにしています。 

栗林の伐採、直江さん 

キンラン ギンラン ササバギンラン 

 

キンラン 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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高橋美智子 

私が里山の会に入会したきっかけは会員であ

り、同じ百草のご近所に住む川添さんからの紹

介でした。３年前、府中市から日野市に越して

きて、なかなかご近所付き合いもできないでい

た私に、自治会の事をきっかけに、ご夫婦で声

をかけて頂き、とても親切にしてくださいまし

た。家族が多いことも気にかけていただいたこ

とから、川添さんの畑で収穫した新鮮なお野菜

を分けていただくようになりました。 

 私の地元では周りに畑はなく、住んでいたと

ころは車が多く通る大通りに面した環境でし

た。今までスーパーで買う事が当たり前で、綺

麗に並べられたお野菜しか知らないで生きてき

たので、採れたての、土の付いたお野菜はとに

かく美味しくて感動しました。そして感動した

のはお野菜が栄養満点で美味しいだけではな

く、作られた人の育ててきた愛情までも伝わ

り、そこに深く感じる事に気づかせてくれた事

で自分自身の心の中まで栄養を頂くことができ

ました。そのきっかけから、畑の事や里山の事

についても、とても興味を持つようになり、

色々と学ばせていただきたく倉沢里山を愛する

会に入会いたしました。 

 入会してすぐに同じ年のお友達もできて、何度

か栗イガ処理や草刈り、落ち葉掃きも参加し、

彼女と集めた落ち葉を足で踏んでいくという地

道な作業に、２人で知恵を働かせ、上にブルー

シートを乗せ、その上でムカデ競争のように息

を合わせて汗をかきながら落ち葉を踏んでいく

作業を、夢中になってやっていました。とても

効率よく落ち葉も沈んでくれたりと効果があっ

たので、かなり疲れましたが、新鮮でとても楽

しい時間を過ごしました！ 

 そのお友達から繋がって、出会えた会員の

方々に、野菜の育て方について丁寧に教えてい

ただいたり、採れたて野菜や苗をいただいた

り、親子で参加した時には子供を自分の育てて

いる畑に連れていって、里芋掘りを初体験させ

たりしてくれました。そんな親切で優しい人達

に出会えて本当に良

かったです。 

 自然を守る事の大

切さや命を育てるこ

との喜びを、人一倍

わかっている人がこ

の倉沢里山を愛する

会の人達なのだと、

改めて気づきまし

た。私自身も、もっ

と沢山学んで気づい

て楽しんで、皆様と

共に歩んで行けたら

と思っております。 

 
倉沢周辺の 

鳥たち 

奇跡のＶ字回復  

オ ナ ガ 

写真と文 杉本 研士 

 黒いスイミングキャップを被ったくすんだ水

色の大型。長い尾をなびかせながらするすると

枝を縫うありさまには、舞を見るような独特な

雰囲気があります。 

スマートさに似合わず「ギューィ  ゲーイ 

ギー」などと鳴き交わすのが似合っているよう

な、そうでないような･･･。 

 不思議な盛衰が観られています。 

4・50年前から繁殖が激減しました。全く新し

い托卵先として、「カッコウ」に目を付けられ

たための災難で、「托卵」ということに未経験

だったオナガは良いように利用され、殊に西日

本では、ほとんど姿が見られなくなったといい

ます。 

 一族の命運は尽きるかというときに･･･。 

あわや、巣に産み付けられたカッコウの卵を見

分けて、放り出してしまう眼力を備えるように

なりました。さらには、グループで見張ってい

て、カッコウがあたりに近づくと激しく攻撃す

るように習性が変わったといいます。オナガは

カラスの親戚であるだけに、学習能力が高く、

団結して行動する能力もなかなかのものなので

す。 

あやうく逆転のＶ字回復。進化というものは驚

くほどの短期間で進むことがあるという実例だ

とされています。 

 そうしたわけで、この頃また、オナガにお目

にかかれるようになりました。 

一時期よりも色つやが良くなり、体格もがっし

りしてきて、群れは自信に溢れているようで

す。私にはそのように見えます。 

 

心に栄養が染み渡る里山 

落ち葉掃きをする高橋さん 
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東谷 滋  

 発端は、1月中旬

に菜園パークと当

会との境界修復に

ついての話し会い

があり、菜園パー

ク側からアリスの

丘を見た時ファー

ムⅡにある種苗小

屋の雨除けブルー

シートがボロボロ

に切れ、北風にな

びいていた。話し合い終了後出席者にその場から小

屋を見ていただき、全員が余りの風ぼうに驚いた。 

 まずはボロボロのブルーシートを剥がし、新しい

ブルーシートに交換して完了と考えていたら、下地

のコンパネも腐ってきており、これも剥がして交換

した方が良いのではないかとなり、その内に高さが

低いの、天井を明るい波板にした方が良いのではな

いかとの意見が出て、結果、現パイプ小屋をそのま

ま使用する、高さを30～40㎝高くかさ上げ、屋根を

コンパネから10年持つポリカーボネート波板で修復

する事となった。 

 修復で苦労した点は,単管パイプを

切断する工具がない、ホームセンター

では切断してくれないので,困ってい

た時に会員のＡさんより工具が借りら

れ無事切断することができた、また概

略図面は出来るが詳細図は残念ながら

書けない、材料調達で大きな物の数は

出るが細かいものはその都度購入だっ

たため、違っていて合わせ工事にはか

なりの時間と手間が必要だった。 

 世の中ネットの時代と言われて久し

いが、今回の修復作業で困ったパイプの切断工具や

方法また組立方、波板の取り付け方法が色々と掲載

され、個々の方法が決まれば使用部材単価から購入

先まで載っていて改めてネットの凄さを実感した。 

 最後に今回の修復作業に知恵と力を貸して下さっ

たＳさん･Ｉさん･Ｍさん･Ｔさんに改めてお礼申し

上げます。お力添え誠にありがとうございました。 

萌芽更新で明るい林へ 
石黒 修 

 「倉沢里山を愛する会」に入会して１０年、当

初は緑地管理のイロハも知らない状態でしたが、毎

月の活動や諸先輩方を通していくらかは理解できる

ようになってきたと思っています。そこで、復習の

つもりで「萌芽更新」について書いてみました。 

緑地の管理方法には様々な方法がありますが、

「積極的に手を加える」萌芽更新は緑地管理の一つ

の方法です。人の手が入らない樹林地は、樹木の大

木化により太陽光が入らなくなり、光を必要とする

小さな草花等も衰退するなど、問題が発生してしま

います。萌芽更新とは、樹齢を重ねた樹木を世代交

代させ、林全体を若返りさせることです。 

萌芽更新には、萌芽が活発な広葉樹（ブナ、コナ

ラ、クリ等どんぐりが実る樹木）が適しており、伐

採した翌年には根株から休眠していた芽が生育を始

め、これが成長して新たな樹林が期待できます。ま

た、萌芽更新により、巨木・老木になると台風や強

風の際の倒木等のリスクの減少も期待できます。 

萌芽更新は、直径が３０㎝以上で、２０～３０年

以下の若木の方がより活発に萌芽するため、伐採は

若木のうちに行う方がより確実で、伐採適期は成長

休止期の１０～３月で

すが良好な萌芽を期待

するには３月の樹液流

動直前が適期です。        

伐採に使用する機材

は主にチェンソーです

が、使い方を誤ると非

常に危険な道具です。

安全かつ正確、迅速な

作業のためには基本が

大切です。基本姿勢と

基本的な原理をしっか

りと身に付けて作業しましょう。細かい操作手順等

は会で作成した「操作手順書」等を参照して頂くと

して、ここでは、私が感じた安全な作業方法の一部

を記載します。 

①必ず両手でしっかり持つ、②安定した姿勢で作業

する、③移動時等切断していないときはエンジンを

切る、④切断時は周りが見えていない事が多いため

単独での作業はしない、⑤倒した樹木を跨いでの切

断は行わない…などです。 

使用後、チェンソーはメンテナンスが必要です。

まずは、分解掃除です、内部に切断した木くずが

入っているので、それを取り除きます。続いて刃研

ぎです、チェンソーはある程度樹木を切断すると切

れなくなり刃研ぎが必要となります、切れない刃で

の作業は安全性に欠けます。 

木を切り倒すのは日常的には味わえず、爽快であ

り中々楽しい作業です。でも、木の伐採は非常に危

険が伴います。その時には、お互いに声掛けしなが

ら、安全第一に留意して作業を行いましょう。 

種 苗 小 屋 修 復 

出来上がった小屋の前で 

皆の力で、屋根の波板取り付け 

これで雨宿りも出来るし、余った苗も置けて感謝！ 

四
十
㎝
か
さ
上
げ
の
技 

チェーンソーの手入れ 

石黒さんと直江さん 
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1日13日（木）キウイ剪定と杭打ち（25名） 
1月21日（金）植物保護（7名） 
１月22日（土）万蔵院台の落ち葉掃き、庚申塔近くの
樹木伐採（37名参加） 

1月24日（月）チェーンソーの手入れ（6名） 
1月28日(金）万蔵院台の落ち葉掃き・日野市との協
働の樹木伐採（23名） 

2月6日（日）チェーンソー講習会（石坂忠夫さん講
師）長久保緑地の萌芽更新・落ち葉掃き（30名） 

2月12日（土）チェーンソーの手入れ（13名） 
2月13日（日）長久保萌芽更新・万蔵院台、落ち葉掃
き（20名） 

2月19日（土）長久保萌芽更新・万蔵院台、タラの丘
落ち葉掃き（45名） 

3月6日(日）長久保緑地萌芽更新と片付け・第2緑地
落ち葉掃き(48名) 

３月１２日（土）雑木林ボラ講座終了式参加・幹事2名 
3月13日（日）チェーンソーの手入れ（8名） 
3月19日（土）カタクリその他希少種保護（13名） 
3月20日（日）椎茸、第1の崖杭打ち、栗林伐採53名 
3月27日（日）チェーンソーの手入れ・枝片づけ 

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

（内容を変更する事や番外編あり。各回おやつあり 

4月16日(土)刈り払い機講習・外来種除去 

5月14日(土) 活動報告会・第2緑地、アリスの丘周囲機

械刈り・万蔵院台崖面手刈り他 

5月25日（水）万蔵院台、第1緑地機械刈り、第一緑地崖

面手刈り 

6月11日（土）万長久保機械刈り・外来種除去。クズ除

去そださく整備 

6月22日（水）タラの丘、北緑地機械刈り・長久保 

毎回の作業の数日前に植物保護作業、9時第2緑地集合。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆新年度が始まりました。参加回数は2/1から翌年

の1/31で、カウントします。（ファームの方のみ

最低5回参加ですが、友達が出来ると楽しいから

参加という方が沢山います）作業はボランティア

ですから無理のないように、疲れたら休んで下さ

い。水分補給と、トイレは、どうぞご自由に！夏

場は熱中症対策で、休憩の合図をします。 

☆20周年記念誌を、刊行致しました。会員の方に

は1冊ずつ差し上げていますので、まだの方はお

早めに取りにいらして下さい。親

戚、知人にも差し上げたい方は1冊

1,000円でお譲りしています。 

☆もう1つの記念事業は緑地の名称や

会の看板の設置を予定しています。 

☆今年も、2月に井坪さんが由木農場

さんより鶏糞のお世話をして下さい

ました。お陰で野菜が青々と成長。 

1～3月の主な活動記録 

4月～6月の主な活動予定 

     副会長 伊東晴雄 

3/12に「日野市雑木林ボランティア講座」と

「雑木林ボランティア団体の紹介」に幹事の大石

さんと参加、南平丘陵公園に行ってきました。 

雑木林ボランティア講座では「椎茸の出来るま

で」の講義を聞き、「椎茸菌の駒打ち作業」を体

験させていただきました。作業では原木の選び

方、ドリルでの穴あけ（ドリルの角度、間隔

等）、保管の在り方等勉強になりました。 

 その後、私達二人の参加目的であります「雑木

林ボランティア講座修了者」の方達に当会の活動

状況を紹介しました。当会を含め10団体が紹介に

参加しました。今回参加して良かったことは、他

のボランティア団体の活動内容についてお話が聞

けましたこと、また参加した団体の人達と直接話

し合う機会が持てたことです。各団体の緑地管理

活動を参考にして今後の活動に生かしていきたい

と思います。当会に入会して下さる事を期待！！ 

里 山 参 加 上 位 1 0 名 発 表 

①45回 大石様ご夫妻 

②35回 神谷様ご夫妻 

③34回 田村 はる子 

④31回 築地様ご一家 

④31回 新井様ご夫妻 

⑥29回 杉本様ご夫妻 

⑦27回 伊東 晴雄様 

⑧26回 本吉 隆志様 

⑨23回 三浦様ご夫妻 

⑨23回 椎塚かがり様 

里山維持のた

め殆ど毎回参

加して下さっ

てる 方々で

す。１０名の

方には、椎茸

の原木栽培の

植菌済ほだぎ

を差し上げま

す。毎回のご

協 力 に 感

謝！！ 

里山は、ファームも重要な一要素でありますが、

里山全体の維持管理が、主目的です。きれいに維

持し、里山を未来につなげましょう。 

いつもありがとうございます！！ 

井坪さん有難う 

雑木林ボランティア講座参加記 

春の種まきの季節です。上手に雨を利用して種まき
をしましょう。天気予報をしっかりとチェックし、
雨の前に種を撒き、強雨などの時に種が流失しない
ように、寒冷紗や刈った草を乗せて芽が出るのを待
ちます。芽が出てきたら、そっと土寄せをして下さ
い。雨の後は、苗の植え付けに適しています。重い
水を運ぶこともなく、作業も楽ですし、必ず根付き
ます。ファームの区画それぞれが貯
水をすることにより、水道の使用量
が大幅に減ります。エコライフを実
践して天の恵みの水を、賢く利用し
ましょう。（事務局） 


