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ロンドンから西へ車で２時間も走れば、そこにはイギ

リスの美しいカントリーサイドを代表するコッツウォ

ルズ丘陵が広がっている。 

石炭が産出されないこの地方は、産業革命という大き

な開発から取り残され、幸か不幸か鉄道網が発達しな

かったため、今も自然が脈々と息づき、人々は昔ながら

の暮らしを守りつづけている。 

この自然の中に静かに生活を送る人々の村が点在し、

ここはまさに「時間がゆっくり流れる」と表現され、イ

ギリスの中でも「最もイギリスらしい田舎」と言われて

いる。 

ここで言う自然とは必ずしも「あるがままの」自然で

はない。自然という素材の良さを上手に生かしながら

も、あくまで人間が手を入れ調和された自然である。（倉

沢、百草の田畑、雑木林も同じ２次的な自然） 

コッツウォルズに点在する村の中にレイコックとい

う小さな村がある。 

果てしなく続く、滴るような緑の牧草地、１ 7世紀の

ライムストーンの石壁の家の美しさは、一言では言い表

せない。 

しかし村人が住む石壁の古い家等のメンテナンスは、

大変な苦労であり、遂に景観を壊すような補修をする家

が何軒か出てきてしまった。村人達はこの事態を憂い、

この美しい村を永久に保存する道を探り、そして選択し

た。永代にこの村で生活できる権利を条件に村全体（農

耕地を含む）をナショナルトラスト（イギリス最大の自

然保護団体）に寄付してしまったのである。 

他方、日野市に於いては、緑の保全が重要な施策に

なっているが、相続税等の問題が大きな障害の一つに

なっている。 

倉沢、百草の緑

は、日野市に残

された最後の里

山として環境基

本計画、緑の基

本計画、緑のマ

スタープラン、

2010プランな 
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笹木 延吉   

どで保全が位置付けられている。 

今回の倉沢に発生した相続問題では、相続人の方々

の「この里山を次の世代に引き継ぎたい」という熱い思

いと日野市の計画とが結び合い、約 2.4ha（この内寄付

が 6割以上）もの広大な緑地が保全出来たわけである。

相続人の方々の里山に対する思いは、先に述べたレイ

コック村の人々の持つ誇り、自然観に通じているので

はないか。 

今回の事例は、今後の里山保全に大きな影響を与え、

今後更に市民行政が一体となって知恵を絞り、倉沢、百

草の里山保全活動に努力していかなければならないこ

とを示している。（日野市環境共生部長） 

(( ))   
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緑の風は永遠に・・・緑の風は永遠に・・・  
田村 はる子 

雑木林は何事もなかったかのように、ごく当たり前

に、緑の風を運んでくれています。その陰で倉沢では相

続という大変な事態が起きていたのです。歯車がひと

つでも噛み合わなければ、今頃は宅地開発され、緑の風

は吹いていなかったことになります。たまたま、すべて

の良い条件が重なった結果残ったに過ぎないにして

も、これは凄いことだと思いますし奇跡的といっても

よいでしょう。 

子供の頃から林を駆け回り遊び育った私にとって、

この里山は家族の思い出がいっぱい詰まったところ。

この大地に抱かれながら、生きる事の厳しさ、人の暖か

さを教えられた気がします。相続発生以前から危惧し

ていた事、それは納税のために山林を資金源にする以

外になく、自ら緑を壊さざるを得ないのではないのか

ということでした。父や母や兄が大切に守ってきた山

林を、できれば現状のまま保全したい。そのためには何

をするべきか。まずは多くの人に雑木林の良さを理解

して頂くために、2000年春、私有地での散策会を企画、

その時は100名の参加者があり、林の下に咲く小さな

花々は訪れた人に深い感動を与えてくれました。その

年の５月からニュースレターを発行し、その後賛同し

てくれる仲間達と「倉沢里山を愛する会」を立ち上げ、

草刈り、野草の保護、落葉掃きなど市有の緑地でささや

かなお手伝いを始めました。 

この間にも母の病状はますます悪化、相続発生の近

いことを悟りました。今こそ東京都や日野市に対して

緑地保全の働きかけをやらなければと思い、会として

要望書を提出しました。思い返せばこの頃介護でいち

ばんつらい頃でした。随分頑張って生きていてくれた

母でしたが昨年９月に８４才で他界しました。とうと

う来る時が来たという感じです。悲しむ間もなく市と

の長期の話し合いが始ま

り、結局寄附、物納等で緑

地保全が奇跡的に現実の

ものとなったのです。行

政と地主と市民団体が気

持ちをひとつにして緑地

を後世に残せたことはな

んとすばらしいことで

しょうか。 

ここまで来るのに、随分色々な人に助けられ、お世話

になりました。日野市の緑と清流課は、私たちの声に耳

をかたむけ、本気で緑地保全に取り組んでくれ、行政の

イメージさえ変えたほどです。一緒に汗を流してボラ

ンティアに参加してくれた心やさしい大切な仲間た

ち。一人一人の力は小さくても、振り返ってみるとこん

なにも大きな仕事を会全体でやっていたのですね。本

当にありがとうございました。 

何事もなかったかのように雑木林は、そのままの姿

で、緑の風を私たちに運んでくれています。 

         今、時を越えて 永遠に．．．。 

会の魅力は素朴な喜び 
今井 文世 

５月１８日の草刈りの

日は少しのお手伝いし

か出来ませんでした

が、とても心地よい疲

れでした。自然の力は

素晴らしいですね。芽

吹いた緑の美しさに見

とれてしまいました。

私は、もうそれだけで

大満足です。でも昼食後は、今後の会のあり方などを

伺い、皆様のご苦労の一端を知り、良いところだけ戴

いていたことを反省致しました。 

近くのこのような素晴らしい自然が、次々宅地に

なっていくのが忍びなく、愛する会に入れていただき

ました。今は、可憐な花やウグイスのすんだ声、それ

と、会の皆様の魅力に引かれております。もっと正直

に言うと、働きの後のお食事がとてもおいしく、なに

よりも楽しみです。 

５月１８日の草刈りレポート 
 ２月に萌芽更新をした林には陽があたり野草達は 

のびのびと立派に成長していました。やまゆりが咲

くのももうすぐです。５月１８日(土）の草刈り日

は３３名の参加者があり、刈り払い機と鎌でそれぞ

れがマイペースで作業。刈り終えた林を見ると、木

立の間を風が通り抜けるようにさわやかな気分にな

りました。後のカレーライスがおいしくておかわり

などしたものですからお腹がいっぱいになりまし

た。薪で炊いたご飯はちょっとおこげが強すぎまし

たが、アウトドアなのでお許し下さい。そのうちに

上手に炊けることを期待して・・・。失敗は成功の

もと。               (事務局） 

アウトドアクッキング 

 わきあいあいと 

 

薪ストーブでの

豚汁のお味は 
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草刈りは 楽しく 早く 安全に 
小幡 一永 

里山保全の作業の主なものに、春から夏の下草刈りと,

冬から早春の落葉かきがありますが、どちらも終った後

は木々も喜んでいるように思えるし、それまで隠されて

いた土も明るい陽の目と新鮮な空気に触れられてほっ

としているように思われます。参加者のほとんどが一様

にほっとした感を持つのは、労働から解放されることで

はなくて、何か非常に良い事をしたあとの満足感を感じ

るためでしょう。家の片付けと掃除が苦手なわが夫婦

も、このささやかな

満足感を味わうた

めに参加させても

らっています。 

特に私の好きなの

は、短時間で結果が

はっきり出る機械

による草刈です。こ

の機械は、原付自転

車の小さなエンジ

ンをさらに四分の一くらいにしたエンジンで、刈刃を高

速回転させます。小さなわりに音が大きいのは重量とコ

ストを下げるために、消音器を省いてあるためです。ち

なみに、少し考えの足りない若者が、周囲の迷惑を考え

ずに騒音を撒き散らしてバイクを走らせるのは、この消

音器をわざとはずしたものです。 

刈刃は二種類あって、刃の粗いのこぎりを円盤状にし

たものと、硬いプラスチックのひもを鞭のようにたたき

つけて切るものがあります。場所や条件によって使い分

けるわけですが、堅い草やブッシュのある広い所ではの

こぎり刃が何倍もの威力を発揮します。反対に塀や垣根

の際、石や木のまわりなどは鞭方式が適しますし安全で

す。ただし、紐の消耗がはやいので、広い場所をこれで

やると費用がかかります。 

 今後の作業のときに、是非お願いしたいのは、鎌を

もって大勢の人が作業してくれますが、広く平らな場所

は機械に任せてもらって、残したい草木、木の根周り、

隠れた切り株､隠れている石の周りを、３０センチくら

い刈り取ってあけてくれると非常に助かりますし､きれ

いに早く仕上がります。草に隠れた切り株や石は非常に

危険で､刃がかけてとんだり､機械が反動でふりまわさ

れることもあるので、機械使用者に近寄らないようにし

て下さい（半径１５ｍ程度）。また、機械を使う時の注

意ですが（私も素人で大きなことは言えませんが）、機

械の説明書や少ない経験によりますと、刃は時計と反対

に左へ回転します。身体の中心線から左側ヘ６０～７０

度くらいまで腰を回転させて刈ってゆきます。身体の中

心線より右側では、異物にあたったときの反動をコント

ロールできず危険です。また､足は常に右足を前に出し､

進む時には左を追いつかせる格好です。すなわちふだん

歩くような足運びはしないということです。 

せっかくの有意義な時間ですから今後とも誰ひとりと

して事故や怪我などせず､楽しくすごしたいものです。 

樹木講座に参加して 
 千葉 慶子 

「里山」という言葉を聞いた時、「？」と思い辞書を

引いてみた。私のは古いせいか載っていなかった。そ

の語感から「山里」より都会に近く自然と人間が仲良

く付き合っている所なのかなと想像し、一度そういう

所にいってみたいなと思っていた。そんな時友人のI

さんの紹介で会報が届き、喜び勇んでイベントに参加

させて頂いた。新宿からこんなに近い所にこれ程緑豊

かで気持ちが安らぐ場があったんだと、もうすっかり

嬉しくなってしまった。講座は先生の分かり易い講義

で、楽しく学ぶことが出来た。樹木や葉の新知識が増

え実際に数種類の葉の観察をし、樹木に親しみを感じ

た。これまで圧倒的に花の方に興味がいっていたので

葉に申し訳ない気持ちになった。「葉でわかる樹木」

の本を使って検索した時は、先生の見本の葉を見、本

を見てという作業は少々忙しかった。私の近くに先生

を補佐する方がいらして非常に助かった。これからは

新たな目で樹木を見られると思うとワクワクしてし

まう。講義後に頂いた豚汁、とてもおいしかった。関

係者の皆々様、本当に有り難うございました。 

７月の倉沢緑地イベント情報 
カレンダーに○をつけておいてね。 

参加する方は事務局までご連絡お願いします。 

☆７月２０日（土）雑木林の下草刈り(２) 

作業の後はアウトドアで豚汁をどうぞ 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物   軍手、おにぎり、飲み物 

参加費   300円（食材代） 

※７月２０日、下草刈りのあと２月に植菌した椎

茸のほだ木を希望者にお分けする予定です。お楽

しみに(300円程度で販売をします) 
 

☆８月の作業は夏休みです。次回は日程が変更にな

ります。９月２８日（土） ３回目の下草刈りをしま

す。アウトドアカレーもお楽しみに。 

樹木講座で ワ・ク・ワ・ク    
 

６月２３日(日）に元信州大

の馬場先生をお招きし「葉か

ら調べる樹木講座」を開催し

ました。梅雨時という事もあ

り一番の心配は天候でした

が雨も降らず、最高の野外授

業となりました。緑の中での

講座、丁寧に説明して下さる温和な先生の人柄に参加

者５０名はいつのまにか葉っぱの世界に引き込まれ

ていったようです。最後は本の注文が殺到して追加注

文する程の嬉しい悲鳴の一日でした。江東、板橋、足

立、新宿区からも参加者がありました。（事務局） 
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里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  
田中 涼子 

第１回 里山と私 

里山の定義は

人によってまち

まちです。私に

とっての里山と

は、畑や田んぼ

があり、その畦

などに人によっ

て刈り取りなど

が さ れ て い る

“刈 り 取 り 草

地”があり、雑木

林があり、神社などの鎮守の森があり、民家がある、と

いうような場所全体をさします。このような場所は、昔

から農業をはじめ、人々の生活と密接にかかわってきま

した。人々の生活が作り出した景観（自然）といったほ

うが、正しいのかもしれません。私が“里山”という場

所に強く惹かれた理由は、まずこの点にあります。そこ

には、そこに住む人や、その祖先にあたる人々の文化や

知恵があふれていて、都市の中では忘れられてしまっ

た、懐かしい何かがあるような気さえします。２番目に、

生息する生物の多さ（生物多様性の高さ）に興味を持ち

ました。生物の中でも特に植物種の多さに興味を持ちま

した。なぜ、こんなにたくさんの種類の植物が生育して

いるのだろう、そんな素朴な疑問が生まれました。３番

目に、里山とは人間と自然との共存が成り立っている空

間であるといえるからです。人が落ち葉かきや下草刈り

などの管理をすることにより、その場所に生育すること

ができる植物がたくさんあります。そしてそれらの植物

は、花を咲かせたりして私たちの目を楽しませたり、心

にゆとりを与えたりしてくれます。人間と自然との共生

を考えていく必要がある現代において、里山にはそのヒ

ントが多く隠されているのではないかと思いました。 

そんなこんなで、もっともっと里山のことを知りたい

と思い、調査地となりうる理想の里山を捜し求め出会っ

たのが、倉沢の“里山”を含む、この百草の地域だった

のです。 

＊著者より軽く自己紹介＊ 

田中涼子：横浜国立大学 環境情報学府 博士課程1

年 植物生態学専攻 

倉沢の里山を含む百草地域で植物の調査を行い修士論

文を書きました。田村さんには何度か泊めていただいた

りと、大変お世話になりました。 

これから1年間、この欄で私が修士論文で研究してきた

ことなどを簡単に紹介していきたいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

★アリスの丘、風の丘を長い間かわいがって頂
きありがとうございました。私的な経営は６月

末で終了しますが、変らぬ姿のまま残すことがで
きました。皆様のご協力のおかげです。 
☆アリスの丘・風の丘ファームの土地は７月から日
野市の所有になります。利用方法については緑と
清流課で色々検討しています。とりあえずこの夏
の間、愛する会の緑地保全活動の一環として草取
りボランティアをすることになりました。皆様の
ご協力をお願いします。早速きれいにして下さっ
ている方、ありがとうございます。 
☆２００２年会費 1000円を未納の方は事務局へ。 
☆このニュー-スレターは当会のホームページでも 
(http://www.hinocatv.ne.jp/~alice-fm)ご覧頂け
ますが、500円／年の実費で郵送
もします。 
☆このニュースレターは日本財団
の協力で作っています。 

峰岸 純夫              

今回倉沢で発生した相続の結果については、相続人

全員がいろいろな困難の中で決断してくれた熱い思

いが伝わってきます。また、笹木さんの寄稿文からは、

日野市に残された最後の里山を保全したという行政

側の積極的な姿勢がよくわかります。 

私は文化財保護の問題で全国的に動き回っていま

す。文化財として様々なレベルで指定が実現し、保存

が達成されるようにするための活動の支援、文化財の

復元と活用をどうするのか、地域の活性化に繋がるよ

うにすることなど、単に文化財として価値の有無を専

門分野から見解を述べるだけでなく係わってきまし

た。最近のことですが仙台城の石垣復元の問題につい

て、複雑な土地所有関係、復元の仕方についての考え

方の違いなど多くの問題を抱えながらも専門家、市

民、行政も積極的に係わっていたことで結果的に国指

定の方向が選択され、ひとつの成功例となりました。 

ここ倉沢では、様々な難しい問題を抱えながら、地主

の意思と行政の意向と市民の活動が大変よい結果を

もたらしました。倉沢里山の緑の核になるかなりの部

分が永久に保全されることになりました。本当に素晴

らしいことです。これからの問題では、行政側のみで

は請け負いきれない部分が実際に増大していくわけ

ですから、市民の緑地を市民の手で維持していくとい

う意味で「愛する会」の会員の活動の大切さがより増

大することになったと言えます。それには会員の一層

の増加が必要です。身近にある素敵な緑の中で、気の

おけない仲間と楽しみながら活動しませんか。お友達

にもこのような楽しい会があることを是非伝えて頂

きたいと思います。（倉沢里山を愛する会代表） 

お宅で眠っているおわんや包丁はありませんか？

愛する会の活動時に活用させて頂きます。 

ご不要のものがありましたら寄贈お願いします。 

 

ひひろろげげよようう、、緑緑のの輪輪  


