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猛暑でも林の中は爽やか猛暑でも林の中は爽やか   
片山 悦子 

例年にない異常気象にて、九州・四国地方より一足

早く梅雨明けした関東地方。 

連日のうだるような猛暑で、各地の最高気温更新

のニュースで賑わっているそんな中で、今日(7/14)

は倉沢里山草刈りボランティアの日。 

「普段鎌さえ持ったことのない人が大丈夫かい？

やめておいたほうがいいんじゃない！」 

家族の声に尐々気弱になりながら、覚悟して、い

ざ！田村宅へ。 

今回は、田村宅の庭と隣接する第２緑地。庭先に

入っていくと、どうでしょう・・・・・。木立の中を

吹き抜ける風の心地よいことこの上なく、先ほどの

暑さは何処へやら。風と戯れ、あらためて自然のなせ

る業に深く感動しました。このすがすがしい快感に

感謝、感激！ 

２５名のボ

ランティア

にパワー溢

れる大学生

（東 京 農 工

大・横 浜 国

大・法政大）

ボランティ

ア８名と予

想以上に多

くの方々の

参加に、うれ

しい悲鳴。田村氏から仕事の手順の説明を受け「無理

せず、のんびり、マイペースで」とのおいさめの言葉

を後に、林の中へと・・・・・。 

山百合の甘い香り、アキノタムラソウの淡い可憐

な花たちを愛でながら会話のはずむ作業も２時間と

かからずに終了。一休みした後、薪ストーブで作られ

たカレーに舌つづみ。テーブル一杯に所狭しと並べ

られた食卓。珍しいしそジュースにのどを潤しなが

らそれぞれに話のはずむランチタイム。デザートに

は青竹を二つ割りにした涼しそうな器に盛られた國

分さん作による白玉ぜんざいとめずらしいお漬物。 

井戸水のおいしさ、風の

さわやかさ、野草の可憐

な花、そしてなにより奉

仕の精神。心身ともに癒

され本当の意味での贅

沢をたくさんいただい

たひと時でした。 

６月に続いてたった２

度目の参加でしたが、こ

の感動を一人でも多くの方に体験していただき緑の

大切さ自然の力の偉大さを再認識してほしいと願わ

ずにはいられない、とても意義ある１日でした。 

ホームージ開設しまた。お立ち寄りください。 
URL: http://www.hinocatv.ne.jp/~alice-fm/ 
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林を渡る風がとても爽やか 

涼しげなデザートは國分さん作 
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昨年、皆さんに紹介させていただいた英国の貸し農

園（＝Allotment）を楽しんでいる人達と、今年は直接

畑で言葉を交すことができたので簡卖に披露させて

いただきます。総括的に言えば、イギリスで農園を楽

しんでいる人は、とても気さくで地球環境問題に目を

開いた文化人が多いんじゃないかと感じた。 

場所は田舎と都会の二箇所で、田舎の方は大学の町

オックスフォードの北20KMにある人口数百人の村ブ

レッチンドンにある農園である。残念ながら名前を確

認するのを忘れた。都会の方はオックスフォード駅の

直ぐ裏手にあるオスニーアロットメンツである。 

先ず田舎編。「こんにちは、私は日本から来まして、

貸し農園で野菜作りを楽しんでいる。今何を作ってい

ますか」見ず知らずのおじさんにいきなり声を掛け

た。ここから車で15分（田舎道でも時速80Kmですよ）

のバイセスターに住んでいる68才の電気技師。農園全

体は30区画ぐらいあって、一区画が規格寸法の９

Mx27M（73坪相当）。家族に頼むのは草取りの時だけで、

普段は一人で来ているそうだ。作っているのものはベ

リー類の果樹と野菜だった。野菜は、ジャガイモ・ニ

ンジン・レタス・タマネギ・スプリングオニオン・グ

リーンピース・ブロッコリー・ネギ・ソラマメ・アス

パラガス・コールラビ・イチゴなど倉沢里山でも馴染

みの野菜のほか、タカナに似ているが初めて見るよう

な野菜もいくつか見えた。聞いてみると、最初雑草だ

らけだったが耕して始めた。土が柔らかくてよい畑だ

が、今年は雨が尐なくて困っているそうだ。「このジャ

ガイモは皮がスーと

剥ける」と親指で剥

いて見せてくれた。

「このソラ豆も生で

食べられるよ。ほら

柔らくて美味いよ」

と言われ、一房いた

だいたが青い匂いが

して甘かった。イチ

ゴは外観こそ不揃い

であるが、昔ながら

の自然な色をしてい

て、すすめられるままに一口。すっぱい甘さが口一杯

に広がった。徹底しているのは有機栽培とのこと。大

事そうに袋の中から煙突のススだと言うのを見せて

くれ「これは害虫退治用だ」。借り料は年間４ポンド

（750円）とのこと。隣の畑は「50年やっている人でこ

の農園のチャンピオンだ」と、シャベルを担いで後か

ら来たプロレスラーまがいのおっさんが説明してく

れた。見ると全て健康な野菜たちが、畝の上を定規で

引いたように行儀よく並んでいる。私達はウーンと

唸って見とれてしまった。 

次に都会版であるが、駅から300M位だろうかバス道

りからいきなり車で入口の門をくぐる。 

飯牟礼  孝一 

貸し農園に

は中央に車

がすれ違え

る真っ直ぐ

な通路があ

り、左右に

縦長の農地

が100区画ほ

ど魚の骨の

ように並ん

でいる。日

曜日の朝と

あって、既にあちこちに人影が見えた。上半身裸の初

老の人が目に止まったので声を掛けた。「こんにち

は。日本でも貸し農園は盛んです。今何を育てていま

すか」。すかさず日に焼けた笑顔が返ってきた。「日

本の何処から来たのか。私は朝鮮戦争に従軍していて

呉にいたことがある」と。お互いに急に親しさを感

じ、話はどんどん弾んだ。「今日は時間に制約がある

ので、申し訳ないが話を続けながら作業させてもら

う。ハトが来て野菜を食べちゃうんでネットを被せて

おくんだ」「どんな人がアロットメントを楽しんでい

るんですか」「そりゃーあらゆる人さ。法律家・医

者・技術者・教育者・労働者など。私は技術者だ」。

ご本人は毎日結構忙しく、土日が主な作業日。区画ご

とに水道がきている。当然のことながら有機栽培との

こと。聞くと1区画の規定面積（約73坪）で借り料は

年間6ポンド（1100円）。昨年聞いた北部の値段より

も相当安い。６ポンドを払いつづける限り同じ場所を

継続して借りられるそうだ。お礼を言って帰ろうとす

ると採れたての赤いレッドカランを手のひらいっぱい

家内の手にプレセントしてくれた。これまた自然の恵

みを口一杯にほうばって、自然のダイナミズムと人の

暖かさを感じるひと時であった。 

その後アロットメントのことを昨年初めて教えてく

れたオックスフォードの老夫婦コリンとテッサ宅を訪

れた。「犬をつれた人と農園をやっている人はその場

で声をかければ一時間は話が続くもんだよ」。そして

「アロットメントの土地は過去一部私用に転売された

ことはあったようだが今後は所期の目的どおり公共地

として維持されるだろう」と力強く結んでくれた。 

因みにAllotmentは一般的に地方地方の関係当局が

所有管理していて、前出のオスニーアロットメンツは

オックスフォ－ド市議会だそうだ。土地の値段が日本

に比べ格段に安い上、こうした地方行政が強力にバッ

クアップしているからこそ安くて健全な農園レジャー

を享受できるのであろう。輸入に頼っている日本の穀

物自給率の大幅改善を狙う政府も、荒廃した田んぼや

畑を貸し農園などに有効活用してもっと大規模に安く

提供できないものだろうか。農は人の心を癒すこと請

け合いだし、安全で美味い野菜は格別だから。 

 

イイギギリリスス貸貸しし農農園園事事情情（（そそのの２２）） 

このソラ豆おいしいね！ 

オスニー 

遠くに見える民家の向うはオックスフォード駅 
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新連載 第１回 

 倉沢周辺の遺跡について     我孫子昭二 

アリスの丘・風の丘ファームのあるこの台地は、日本

信販住宅のある小高い丘を背後に、倉沢川と谷戸川に

挟まれて大栗川に向かって張りだしています。三方が

谷戸や沖積地のために水の便が良く、東に緩く傾斜し

ているので日当たりが良好な自然地形をしています。

私たちの祖先も現在と変らずこうした立地に好んで居

住しています。ことに縄文中期（今から５千～４千年

前）には、大規模な集落が大栗川流域に点々と残されて

います。 

冬季や雨あがりに散策すると、この台地の畑には縄

文土器片や黒曜石の細かなかけらが散乱しています

し、畑を耕しているとひょっこり顔を出すこともあり

ます。そうした遺物の散布するところや古墳があると

ころを遺跡と呼んでいます。 

東京都教育委員会が刉行している「東京都遺跡地図」

には、これまでに行われた発掘調査や分布調査、文献記

録等から抽出した情報を基に、約５千カ所の遺跡が掲

載されています。ちなみに日野市内には遺跡が４５カ

所登録されています。遺跡がある範囲が開発で破壊さ

れるような場合には、教育委員会の主導により発掘調

査を実施するよう文化財保護法で定められています。 

下の図はこの台地周辺の「遺跡地図」です。この辺り

はちょうど日野・多摩･八王子の市境が入り組んでい

て、遺跡番号の判読がまぎらわしい所です。 

アリスの丘・風の丘のある場所は 42（万蔵院台遺跡）

の番号の北側に位置します。万蔵院台遺跡の名称は、 

江戸時代にこの台地に万蔵院という修験の場があっ

たことに由来します。由木養鶏場を営んでおられる由

木家のご先祖にあたります。 

43 は３基の横穴式古墳からなる万蔵院台古墳群で、

台地の单縁辺には今も石室が残されています。昭和 49

年と 50 年に、市史編纂事業の一環として発掘調査さ

れ、６世紀末から７世紀前半代に構築された古墳とわ

かりました。このとき台地の内部にも小規模ながら確

認調査が行われており、古墳時代後期の住居跡と縄文

中期の住居跡が発見されています。全面をまともに調

査したら、恐らく旧石器時代以降の集落跡が存在する

のでしょう。 

台地縁辺に三角枞が並んでいる 2-1・2-2の番号は、

多摩地方で最大規模と目される多摩市中和田横穴群

です。昭和 51年に大乗寺の造成に先立って一部が調査

されました。遺存状態が極めて良好だったことから遺

跡の保存も検討されましたが、調整がつかないままに

なっています。 

209 は窯跡のマークです。ここに平安時代の瓦窯が

あったとされていますがはっきりしません。 

大栗川を挟んだ対岸には広大な和田・百草遺跡

(181)とともに、稲荷塚古墳・臼井塚古墳に代表さ

れる和田・百草古墳群(208)があります。 

大栗川の沖積微高地にある 248は、縄文晩期の

新堂遺跡です。縄文時代も後期になると遺跡の形

成は台地よりも低地を指向するようになります。

弥生時代の水田耕作に先行して、低地の土地利用

に着手するようになったのです。 

ざっと周辺の遺跡を紹介しましたが、この下流

には弥生・古墳時代から中世にかけて重要な位置

を占める落川遺跡も残されています。このように

見ると、この周辺が先史時代から歴史的に由緒の

ある地域であったことがわかります。万蔵院台地

は、祖先達が各時代にわたりいろんな形で土地利

用してきた場所であり、その上に現在の自然景観

が築かれているのです。歴史に裏打ちされたこの

かけがえのない自然景観を、いつまでも維持して

いきたいものです。 
 

 

左は倉沢周辺の遺跡マップ 

「東京都遺跡地図」より 

 

 

（98.3.日野市生活文化部発行「三沢中学校区散策マップ」より転載） 

石室と発掘された金環・鏃（やじり） 
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ブルーベリー効果 実験中 
ブルーベリー研究家 国分 知子 

 ３年くらい前に聞いた話

ですが、アメリカ空軍のパ

イロットにとても目のいい

人がいて日没の頃でもその

人だけ地上の様子がよく見

えたというので食生活を調

べてみると、実家から度々

ブルーベリージャムが送ら

れてきたので毎日食べてい

たというのです。 

 で、私はすぐ試してみたく

なり、夏は週に２、３回、朝

７時に摘み取りに行って１

日３回食べることにしました。シーズンオフには乾燥

ブルーベリーを赤ワイン、はちみつ、レモンで煮て、

ヨーグルトに入れて毎日食べました。ブルーベリーは

疲れ目、動脈硬化に効くといいますが、今年の夏は肌

の状態がとても良くなりました。９月の草刈りの時に

は、みんな驚くことになるかも・・・・ 

摘み方のコツは、葉のかげや枝の重なり合ったとこ

ろで実がこっそり完熟していることが多いので、枝の

下からアリの気持ちになって見上げ、富有柿のように

やや四角い感じでボテッと

した実を見つけます。そし

て、手のひらで実を受け、親

指でそっと下に押すとうま

く採れます。木全体が熟して

いると、枝にさわっただけで

ポロポロ落ちますから、枝を

揺らさないようそっと摘み

ましょう。 

ブルーベリーの効果に関心

のある方、草刈りの後、どう

ぞ声をかけてください。 

小さなぬか床に太陽を漬ける 
夏はぬか漬け研究家  国分 知子 

 ７月の草刈りの

後カレーライスを

食べながら、白い

かぼちゃ―ＵＦＯ

かぼちゃ（形はＵ

ＦＯ、味はハヤト

ウリのよう）や山

芋のぬか漬けも食

べて頂きましたが

いかがでしたか？ 

そこでウチのぬか床の話。ベースはぬか、塩、昆布茶、

白ワイン。白ワインを入れると風味が良くなります。さ

らにビール、だし昆布、かつお節、唐がらし、和がらし。

和がらしをたっぷり使うと酸っぱさは押さえられます。

タマゴの殻も酸っぱさを押さえるとともにカルシウム

の補給になります。煮干し、焼き魚の背骨、ヨーグルト、

にんにく、しょうが、醤油尐々。水分が多い時は、天日

干しの食パン、桜えび、椎茸、大根の葉、人参の葉、そ

してかぼちゃの皮。これはだしとして入れますが、食べ

たい時は生のかぼちゃの皮をぬか漬けにして千切りに

するとコリコリした食感です。さらにすだち、かぼちゃ

と梅干しの種、鉄。 

だしとして入れるものはなるべく天日干しにして太陽

のエネルギーを吸い込んでからぬか床へ。そこへ人参、

ナス、キュウリ、キャベツ、みょうが、かぶを漬ければ、

小さなぬか床に３２品目のエキスが凝縮されたことに

なります。 

今年の夏の発見は枝豆。生の枝豆を料理ばさみで外袋

からはずし、薄い内袋のままぬか床へ。歯ごたえといい、

コクといい、ビールにぴったりです。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆現在 70名近くの方が「倉沢里山を愛する会」の会員

になって下さいました。誰でも入会して頂けますので

是非入会お願いします。市民･土地所有者・行政のパー

トナーシップによってみんなの財産である緑と里山

を守っていきたいと思います。ご支援頂ける方は事務

局までご連絡お願い致します。年会費千円です。 

☆雑草が伸び放題になっている区画があります。周囲

の方が大変迷惑しています。区画の周囲も含め草刈り

のご協力をお願い致します。きれいな畑にしましょう 

☆次号のニュースレターは 11月 1日発行の予定です。

投稿締め切りは１０月２０日。記事や写真・イラスト

などをお寄せ下さい。紙・ＦＤは田村宅のポストに、 

Ｅ-mailは、alice-fm @ mail.hinocatv.ne.jp へ。 

ブルーベリー（上)とＵＦＯかぼちゃ(右上) 

画：山川由利子 

倉沢緑地ボランティアへのお誘い 

思いっきりリフレッシュしたい方 倉沢里山に

全員集合! 作業の後は肉じゃがとビールで乾杯! 
  

  ９月１５日（土）１０時～１３時        
  

  雨天の時は翌日の同時刻 

     集合場所   １０時にアリスの丘下、第２緑地 

     作業内容   林の下草刈り、野草の保護 

     持 ち 物  手袋、飲みもの、ご飯、お椀・箸 

  参 加 費  １人２００円（肉じゃがの食材代） 

 ※たくさんの方の参加をお待ちしています。 

 ※２日前までに事務局・田村までご連絡下さい。 

☆その次は １０月２０日（土）の予定です。                   
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里山のブルーベリー娘(?) 


