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宮崎 竜一 

１０／１９の竹炭焼きの際に使用する竹の切り出し

と例年の竹林整備、清掃を９月の活動日に１回、それ

と別にもう１日、そして１９日当日の３回行なった。

昼なお暗い竹林といえども、９月のそれは蒸し暑く蚊

と湿気との戦いである。一同竹切り用ノコ、ナタと軍

手をして黙々と或いは楽しくおしゃべりしながら作

業する。竹炭に適した竹を伐採し車で運搬するため、

車の荷台幅に合わせて切ってゆく。更にそれ以外に枯

れたり状態の悪い竹を間引きながら撤去、清掃してゆ

く。伐採した竹が相当な量に及ぶので後で竹林内に

入った時の作業スペースや道を確保するためにも、伐

採した竹を４～５ヶ所に分散して積み上げてゆく。 

昨今、全国的にも問題になっている放棄された竹林

の勢いが強く周辺の樹木植生に影響を与えたり、竹が

密生し倒れたままになっていて荒れ放題と聞く。倉

沢、百草地区の竹林も無理なく出来る所から手を入れ

てゆきたいものである。今回の竹林整備は２５アール

程の狭い範囲だがこの程度でも素人の小人数では大

変な作業である。 

痛感するのはもっと里山ボランティアの参加人数を

増やせないかということである。そうすればタケノコ

掘りイベント等色々面白いことも出来ると思う。ただ

心配なのは、伐採作業は人数が多くなれば事故の可能

性も高くなることである。竹林内に朽ち果てて竹に寄

り掛かっている松の木があった。(根元で40cm、高さ10

ｍ程)放っておくといずれは倒れて危ないので前から

気になっていたのだが、今回(10/19)はエンジンチェ

ンソーとロープ

を使い皆で引き

倒し、何とか無

事に撤去するこ

とが出来た。こ

こまでくるとプ

ロの仕事に近い

ので、安全講習

やより強力な機

器を取り揃える

のは勿論のこ
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重作業への適性がある人以外

は近寄らない等、色々安全管

理上、会として難しい点も出

てくると思う。（私自身はこう

いう作業が好きでとことんや

りたい方なのだが・・・） 

大汗をかいたが皆で力を合

わせ懸案の倒木撤去も出来、

昼のカレーやけんちん汁が大

変おいしかった。そして食べ

ながらゆくゆくは百草山北面

の竹林を整備して何か大々的イベントでも・・・とつい

ついよこしまなことを考えてしまうのである。会員の

皆様、是非百草山にも遠征して滝や竹林の整備をやり

ませんか？サワガニ、キノコ、タケノコも沢山採れたり

して会としても更に楽しくなると思いますよ！ 

（写真も筆者） 

倉沢里山の竹林整備倉沢里山の竹林整備    

 竹林が見違えるように明るくきれいになりました 
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っているように見えるが、ウズラ卵大の濃い緑色の実

がトマトのような房状に数個、１本の蔓にぶら下がっ

ている。毒があるので食べないそうだ。この畑には週に

２－３回来ていて、スーパーは高いので買わず沢山取

れた時は冷蔵庫で保管し、野菜は全て自給自足とのこ

と。小屋の中は道具類と共に玉ねぎが沢山ぶら下って

いた。綺麗に着飾った一人の老婦人が電動車椅子で自

分の花壇を見に来ていた。さて、菜園の中に点在する小

屋は、殆どが木製の完成品で、間口１ｍ強、奥行き２ｍ

弱、高さ２ｍといった大きさである。 

今回、地方行政が貸し農園の利用を大々的に推進し

ており、市民も大いに楽しんでいる姿に接するとがで

きた。羨ましく思ってふと顧みると、農業の担い手がジ

リ貧で荒廃している田畑が増えている日本、農作物の

大半を輸入に頼っているジャパンが急に気になった。

日本はこのままで良いのだろうかと愁う。最近、動き初

めているスローフード運動は地産地消などを勧めてお

り、いずれ将来、私の憂いに何がしかの答えを与えてく

れるのではないかと期待している。そして、倉沢では雑

木林を守りながら菜園もできる初めての里山が誕生し

ようとしている。小さな一歩かも知れないが、これまた

日本の歪んだ農政を改革してくれる貴重な一歩になる

かもしれない。 
左の写真は、ドラ

イ ブ し て い た

コッツウオルズ

のバイブリー村

で、民家の前庭の

菜園が綺麗だっ

たので、思わず１

枚撮ったもので

す。 

イギリス貸し農園事情イギリス貸し農園事情（その３）（その３） 
飯牟礼孝一  

英国の貸し

農園（アロッ

トメント＝

Allotment）

で、借り手の

人達がどの

ように楽し

んでいるか

を簡単にレ

ポートした

い。オスニー

貸し農園に昨年に引き続き家内と立ち寄った。7 月 28

日（日）の気温は 26℃であり、やっと夏らしくなった

と地元の人が喜んでいた。 

入り口に管理棟があり、掲示板に 2002 年度のコンペ

案内などが貼ってあり、中に入ってみると、シャベルな

ど道具類、肥料、本、種、苗などを売っていた。因みに

キャベツ苗は 10本で 50ペンス（100円）。管理人に掲

示板のコンペについて聞いてみた。オックスフォード

市議会が管轄している 23ケ所の貸し農園（オスニーは

大手で 230区画あるそうだ）を対象に、年１回、参加を

申告した個人（参加料は無料）に対して行われる。その

評価項目は、耕作の継続年数・耕作物の出来映え・菜園

の美しさで、6月と 8月の２回評価されるそうだ。優勝

すると 150ポンド（約３万円）の賞金とトロフィーが授

与される。賞金は２位・３位にも。面白いのは、シニアー

部門や初参加部門もあって、全ての人々にチャンスが

与えられていることだ。 

夏野菜の終わる９月末には、バーベキュー大会と野

菜・果物の即売会が行われるそうだ。また今日は丁度、

市営地のブラックカーラントの実が熟し有料配布され

る日で、ジャム用に買いに来ている近所の人もいた。 

４列に串歯状に並んだ畑を順々に見学させてもらっ

た。野菜派・果物派・花派に分かれているようだが、多

いのはミックス派だ。野菜はジャガイモや玉ねぎや

キャベツが収穫前なので、気候的には関東地区の６月

上旬に思えた。ここに来ている人は圧倒的にお年寄り

が多い。歩き始めたばかりの赤ん坊を連れた若いママ

もいる。農園から 300 ｍ先に見える家並みを指差して、

「あそこから歩いて来た。この子は水遊びが好きなの

で」と共同水槽（数区画に１ケ）の水で遊ばせている。

すぐ後のリンゴなど果樹に緑の芝生と茶色の小屋付の

７３坪の畑がこのママのものである。年間使用料を７

ポンド（1300円）払っているそうだ。 

程なく、昔呉に駐留していたという上半身裸の彼の

畑に来た。大きく手を振ったら手を挙げて応えてくれ

た。次に赤い帽子の元気おばさんに自慢の畑を案内し

てもらった。色とりどりの野菜や果樹が長さ６ｍの畝

ごとに綺麗に植えてある。中でも見事なのはズッキー

ニ・玉ねぎ・赤い花のツル豆だ。 

ここで驚いたことはジャガイモの実だ。地表に転が 

必ず発芽、ほうれん草の種まき 
 

冬場のほうれん草は霜に

あたると甘くおいしくな

る。しかし、「今年こそ」

と種を播いてもまばらに

発芽するのみでどうも上

手く育ったためしがない。

この方法なら大丈夫とい

う話を今井悠紀子さん（ア

リスの丘）より聞いたので実際に試してみたら100％

に近い確率で発芽した。種を一昼夜水に浸し、水切り

したら新聞紙にはさんでおく。種が乾くようなら霧吹

きで湿らせると２日で白い根

が出てくる。根を傷めないよ

う畑に播くと３日でものの見

事に緑の芽がきれいに出揃

い、感激！！ 

 春まで鍋物や炒め物、おひた

しと、色々楽しめそうだ。来年

の９月には、またこの方法で

ぜひ種播きをしよう。 
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農業は昔も今も（１） 
小幡 一永 

「お母ちゃん、こんなことをいつまでしたって儲か

らないよ。」 生意気な小学生は言います。「苦労して

何を作ったって、値段を決めるのは買ってく相手だし、

肥料だとか種とか道具は他人が決めた値段で買わされ

るし・・・・」 母はぽつんと言います。「ほんなこと

はないさ。頑張っていればそれだけのことはあるし、

せっかくある田や畑だって使わんわけにはいかん

し・・・」 

手伝いをするのも厭だったけれど、もっと厭だった

のは汚い格好をして汗と埃や草の汁にまみれて働く母

親の姿でした。蚕の季節にはわずかばかりの冷たいオ

カズと遅い夕飯でした。寝室は蚕に占領されて、一番隅

の狭いところで食べて寝ました。 

もとより市場経済、需給のバランスなどという言葉

は知りません。合理化、能率的経営、規模のメリット、

採算性など分かりません。が「百姓は苦労の割にはまっ

たく報われない、仕事としてはもっと良い仕事がたく

さんあるはずだ。」ということは分かりました。「百姓

をしている人は、それしか能がないからだ。」と思い続

けました。 

中学生高校生になってもこの思いは変わりませんで

した。父親が勤めていて決まった現金収入がある友人

宅、明らかに給料が尐ないと思われる知人宅、そういう

家で田畑のない家のお母さんは、きれいでゆとりがあ

りました。夕飯も決まった時間におかずが色々ありま

したし、子供達と話す時間がありました。 

そして、高校を卒業して就職せず､その時代のながれ

で花嫁予備軍として百姓仕事を手伝わされていた姉

は、相手が勤め人で田も畑も無いという、ただそれだけ

の理由で遠い都会のほとんど知らない人に嫁いで行き

ました。ばんざーい。 

あれから５０年が経ちました。職業としての農業は

幼稚な子供が予想したよりももっと早いスピードで諦

らめられ落ちて行きました。主たる仕事を他に求め、高

齢者を農産部長と部長代理に任命した家庭がほとんど

になったため、お嫁さんも来たし自動車も１人に１台

買えました。娘は学校か勤めに出るか、フリーターで

あっても手伝いません。お嫁さんは農繁期であろうと

なかろうと軽自動車に乗って飛びまわり、クロワッサ

ンでお茶し、カラオケで‘あゆ’を唄い‘ミニモニ’を

子供と一緒に唄えるのです。髪をきれいに染めて爪に

化粧し、全く昔の農家のお嫁さん、娘さんとは違いま

す。そとみ

には非常に

良いことで

す。そして

農業は凋落

します。（次

号に続く） 

日野の農地を守るために 
國分 知子 

私たちの日野市では平均して一年間に１１ヘクター

ルの農地がなくなり、ほとんどマンションや宅地に

なってしまいました。このペースでいくと約２０年で

すべての農地がなくなることになります。 

私は、都市で農業をすることは環境保全と考えてい

ます。特に田んぼは地球温暖化の抑制になります。また

農作業をすることによって人の足腰や筋肉は鍛えら

れ、免疫力がアップします。日光にあたると骨粗しょう

症の予防になります。できるだけ多くの市民が様々な

形で農業に関わり、日野の農業を盛り上げ、“安全な農

作物、健康な市民、豊かな自然環境”の日野市を目指し

たいと思います。 

そのためにはなんとか農地を守らなければなりませ

ん。守るためには数尐ない農業者がより多くの農地を

管理できるシステムが必要です。例えば農業者が市民

に農業を指導する体験農場と援農のシステムができれ

ばいいのではないかと考えています。今、平山の農業者

の方と市民は、実際にどのように協力できるかを模索

し始めました。 

援農に関心のある方、倉沢のボランティアでお会い

しましたら、是非ご意見をお聞かせ下さい。 

 刈り入れが 

終わった 

倉沢の田んぼ 

里山のキノコの楽しみ里山のキノコの楽しみ里山のキノコの楽しみ
         

   
田村 はる子 

野生のキノコを初めて食

べたのはもう２０年近く前

のこと。野草に詳しい峰岸

立枝さんに頂いたキノコは

傘が真っ赤で茎が黄色、何

の知識もない私には毒々し

いとしか思えない代物でし

た。それでも勇気を出して

恐る恐る尐し食べてみまし

た。味はぬめっとしてまず

くはない印象ですが、一度

に食べて致死量に達しては

いけないので尐しにしました。明日まで生きていたら

大丈夫、次の日、体は別段何ともない。それではと自信

を持って残りを食べました。後日図鑑で知りましたが

「タマゴタケ」（写真）といい大変おいしいと書いてあ

りました。今でもあの時のことは強烈に覚えています。

それからというものキノコの魅力に取り憑かれてし

まったのです。鑑定を誤って食べれば命の危険すらあ

るというのに、毎年秋になるとこれほど夢中になるの

はどうしてなのか、自分でもわかりません。 

秋雨の後はそわそわとして家でじっとしてなどいら

れない私。宝探しのように食べられるキノコを求めて

山歩きをするのです。キノコの世界はあまりにも奥が

深く、いつも図鑑とにらめっこ。キノコ三昧の秋の日は

短かすぎて、今日も忙しく過ぎていきます。    
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里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  

第３回 植物たちからみた里山－光 

横浜国大大学院 田中 涼子 

 今日は、植物の立場に

立って里山をみてみた

いと思います。前回の会

報で、植物たちは里山の

中で住み分けをしてい

るという話をしました。

それでは、どうして、オ

オイヌノフグリやホト

ケノザは畑にいられる

のに雑木林の中にはい

られないのでしょう。ニ

ガナやタチツボスミレは

雑木林にはいられるのに、

百草八幡のスダジイ林にいられないのでしょうか？ 

いろいろな原因があるとは思いますが、今回は植物の

持っている特性、その中でも光に対する耐性に注目して

考えてみます。 

畑、雑木林、百草八幡のスダジイ林の真ん中に立った

とき、おそらくその明るさが全然違うことに気づくと思

います。そう、植物たちからみると、頭の上は写真のよ

うに見えるのです。実は、この光の量は、どの植物がど

こにいられるかを決定する重要な要因の１つなのです。

植物は光合成を行うことにより成長していきます。そし

て、言うまでもなく光合成には光が不可欠なのです。 

しかし、必要な光の量

は、それぞれの植物に

よって違います。畑でみ

られる雑草たちは、ほと

んどが強い光を必要と

する植物たちなのです。 

一方雑木林に生育す

る植物たちは、畑の雑草

よりは弱い光でも大丈

夫なのですが、あまり暗

いと生きていけない種、

スダジイ林にいる植物

たちは、わずかな光でも

生きていける植物たち

なのです。 

このほかにも、植物た

ちはそれぞれいろいろ

な特性を持っており、そ

れらが複雑に絡み合っ

て、どこの場所でなら生

きていけるかというこ

とが決定されているの

です。これについては次

号でお話ししたいと思

います。（写真も筆者） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆１０／１９竹炭焼きに

合せて竹林の整備もし

ました。竹林は見違え

る程きれいになり竹炭

もなかなかの出来でし

た。今年は会の新しい

ドラム缶窯で公式イベ

ントとは別に番外編も

含め何度かチャレンジしてみたいと思います。興味

のある方はお問い合わせ下さい。竹炭と竹酢液の頒

布のための準備作業もあります。 
 

☆アリスの丘・風の丘ファームの今後の運営について

は、皆さま気になっておられると思いますが、現在

日野市環境共生部が「愛する会」と元の地権者の意

向も聴きながら検討しているところです。 

この農園は単なる市民農園としてではなく、倉沢里

山の重要な構成要素の一つとして里山全体の保全・

管理の中で位置付けようという方向で話し合ってい

ます。そこで、この農園の運営・管理について里山

の緑地と同様に「愛する会」の会員が里山全体の保

全・管理の一環として、雑木林とリンクさせながら

維持に協力するというかたちになりそうです。 

したがって、原則としては愛する会の会員でボラン

ティア活動にも積極的に参加して頂ける方の中で畑

の管理にも参加したいという方に分担して管理して

頂くということになると思います。 

同時に市としては、市民共有の財産でもあることか

ら一般市民にも広報して愛する会の活動に参加して

もらうような方向で検討しており、また、せっかく

公共の土地になった場所ですので、他にも意義ある

使い方ができるのではないかとも考えています。具

体的なことはもう尐し時間がかかると思いますが、

来年の３月頃から新しいシステムでの運営を始めら

れるよう、新年明け頃から準備

が始まることになりそうです。 

☆このニュースレターは日本財団
の協力で作っています。 

11・12月 会のイベント情報 
☆１１月１６日（土）百草山散策会 

色づき始めた木々の葉を観ながら丘陵を散策 

百草園西の小沢緑地にある滝がメイン。 

足元が悪いので運動靴、汚れてもよい服装で。 

１０時 三沢台小学校正門前集合（お間違いなく）  

    雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物  お弁当、飲み物、敷物、軍手 

参加費  今回は無料です 

 

☆１２月１４日（土）落葉掃き 

緑地の落葉を集め堆肥作り 

作業と並行して芋煮と炭を入れたご飯を炊きます。 

１０時 第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物 軍手、飲み物、 

 コナラの実生からみた頭の上 

－東電学園内の雑木林から 

 ベニシダからみた頭の上 

百草八幡のスダジイ林の中から見た空 

ホトケノザからみた頭の上－畑から 


