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会長 峰岸 純夫 

レジャー農園の借り手を結ぶ目的からスタートした

ニュースレターは、本号で２０号になり、今では里山

の会の行事に参加はできないけれど、会を支援し、購

読を楽しむだけという方もおられます。 

緑地の管理を始めた頃は、寄付者の親族は会社を休

んでまで全面的に参加して下さり、その頃も楽しい活

動ではありましたが、正直言って寄付者側が労働奉仕

までする姿に、「寄付」の矛盾を感じていました。今

回、相続人の方々が寄付を選択するには、様々な葛藤

があったでしょうが、乗り越えて下さったことに心か

ら感謝致します。また、緑地保全に成功した今も、事

務局の重責を引き受けておられる田村さん夫妻や、多

くの会員や関係した方々の力強い支援に感謝し、お互

いに喜び合いたいと思います。 

市との話し合いを何回も重ねてやっと方向が決ま

り、今日のように整備されたアリスの丘を見ると、感

無量です。さまざまな経験や技術を持つ会員が、それ

を活かし、力を合わせればこんなに大きな事業ができ

るのだという体験を目の当たりにしたのが、昨年の暮

れからこの春にかけてのことでした。ファームの区画

割りの測量の迅速さ、改良のための調査に基づく提

案、そしてファーム会員以外も加わった畑地整備作業

の驚異的な協力と進展。資材調達や排水と土留め、植

栽・樹木の剪定作業、共同ファームの管理作業等など、

どれをとっても萌えあがる草木のように、楽しく競い

合うようにできてしまいました。まったく「倉沢里山

を愛する会」はすばらしい人材に恵まれています。 

発行の継続で、相続が生じた際の重要な役割を果た

すこともできたニュースレターは、里山の様々な情報

の発信や会員を結ぶ場で

あると同時に、会の決ま

りなどをお知らせする場

でもあります。たとえば、

ファームは今回市有地と

なったとはいえ、各区画

の管理者は里山保全のボ

ランティア活動とリンク 
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して楽しんで頂くということになっており、従来の市

民農園とは性格や運営が異なります。それには、ニュー

スレターをよく読んで、趣旨を十分ご理解して下さる

ようお願い致します。また、文章の上手・下手を気にし

ない、たくさんの書き手の登場を待っております。 
《愛する会のホームページからも印刷物のイメージのま

までニュースレターをご覧頂けるようになりました。

“Adobe Acrobat Reader”をダウンロードして下さい。》 
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畑が動きだしました 
アリスの丘ファームの整備が完了アリスの丘ファームの整備が完了  

築地 勝代 

アリスの丘ファームは、地権者の大きな決断がもとに

なり、倉沢里山を愛する会が運営することになりまし

た。あくまでも里山保全のボランティア活動の一環と

してのファームであることを念頭において、ファーム

会員が良好な状態で、楽しみながら、しっかりと管理で

きるように、不都合な個所を改善しようとファーム委

員会があつまりました。 

土留めの実地踏査、資材の使用や入手方法、工事の実

施方法などの綿密な調査から将来的イメージまでメン

バーに開示してくれた飯牟礼さんを中心に計画を立て

準備しました。 

数回にわたる

排水工事、土留

め工事のボラン

ティアも予想以

上に大勢の参加

があり、休憩も

忘れての作業で

した。やはり団

結のエネルギー

は す ご い。感

激！！予定時間

を大幅に短縮し、一気に工事は終了しました。 

さて、耕作は３月中旪になってもあまり行なわれてい

ない感じで、例年より気温が低いせいかと思っていた

ところ、４月初旪には大根、ほうれん草、ジャガイモ、

さやえんどうなどの芽が一斉に出て、畑が急ににぎや

かになってきました。皆、黙々と、着々と耕作していた

んですね。高い畝を作る人、ほとんど立てない人、横に

耕す人、縦に耕す人など、皆それぞれです。 

会のイベント用食材の供給を目的とした共同の畑も、

ボランティアが集って、ジャガイモに次いで先日サト

イモやブルーベリーを植えつけました。これからの生

育が楽しみです。使った腐葉土は、しっとり柔らかく、

太ったカブトムシの幼虫がゴロゴロいて、養生場に移

しました。夏になれば第２緑地や駐車場でカブトムシ

の乱舞？が見られるでしょう。 

アリスの丘からの坂道は、今新緑のトンネルです。北

側の山には今

年も色とりど

りのつつじの

花がにぎやか

です。さわや

かな風が通り

ぬけるこの里

山が、ますま

す愛しく感じ

られるこのご

ろです。 

共同ファームに参加しよう共同ファームに参加しよう共同ファームに参加しよう   
川崎 明 

梅の木の下に三々亓々野良姿の人が

集まりはじめました。今日はジャガイ

モの植付けです。手も動きますが、集

まった８人の口の方も中々忙しそうで

す。 

時期を逃すわけにいかないので、メールを頼りに共同

ファームのボランティアを募ったのです。森のボラン

ティア後の食事に自分達で作った野菜を使えないかな

と云う声が聞こえていました。畑の利用方法の検討を

始めたときに会共同の区画をいくつか作ろうと幹事会

で話し合っていたのが実現しました。ファームの個人

への割り振りの作業を優先したため、皆様へのお知ら

せがこの号になってしまいました。 

改めて紹介すると共に共同ファームグループへ参加

してくださるボランティアの募集をします。共同

ファームの主たる目的は循環型の菜園で作るボラン

ティア活動時の食材です。力がつけば専門家による講

習会、総合学習への協力、市のイベントへの協力等視野

に入れていろいろ考えていきたいと思います。 

このボランティアグループはプランを作ったり日常

的な作業をおこない、大きな作業は月例のボランティ

ア作業時に協力をお願いする事にします。 

共同ファームは梅の木付近に集まっていてキー

ウィ－１区画、ブルーベリー１区画、畑作１区画です。

畑はジャガイモ、サツマイモ、サトイモ等なるべく手の

かからない物からと考えています。月例の週末ボラン

ティア活動に参加しにくい人、今回の畑募集に外れた

人やスタンバイ中の人、農作業で汗を流したいと思い

始めた人、おしゃべりしながら農作業楽しみたい人、こ

の機会に参加しませんか。皆さんの都合を聞いて決め

ますが、グループでの作業は、月1、２回位、半日ウィー

クデーでの作業を考えています。もちろん当日飛び入

りも歓迎します。現在１4名の方が手を上げてます。 

参加希望者は川崎宅か事務局へ電話かメールで連絡

下さい。参加してくださった方々には

追って小生の方からメール又は電話で

連絡致します。 

共同ファーム担当  川崎 明 

Tel：042-593-0235 or 090-7272-0813 

 e-mail<akawasaki@guitar.ocn.ne.jp.> 

畑の一口ヒント畑の一口ヒント畑の一口ヒント   
「畑の笹退治」 

農家のお年寄りから聞きました。先ずは進入して

くる笹を根切り溝で防ぐ、畑に頭を出した笹はハ

サミでチョキン。畑の中を走ってる地下茎もハサ

ミでチョキン、チョキン、無理して引っ張り出さな

くてもOKです。これを根気良く続けると笹は３年

くらいで栄養不足になり枯れてしまうそうです。 

排水用暗渠の実験工事・・この溝の下に

笹を埋めて排水効果を試します 

見違えるほどきれいなファームに変身 
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中尾ひろえ 

２月２８日、清里にある日野市の保養施設・大成荘で

行なわれた林の管理講座に参加した。「倉沢から誰か作

業に行きませんか」と声がかかったとき、雪の中の大成

荘ってどんな感じだろうと思い、好奇心で手をあげた。 

作業は午後からなので、小淵沢から小海線に乗り換え

て１２時過ぎ清里駅に着いた。まぶしいような青空で、

山々が白く輝いていた。降り立つと空気がひんやりす

る。 

大成荘につくと、緑の推進委員や信州大学を退官され

た馬場多久男先生も来ておられた。作業着に着替え、早

速前庭の日だまりで作業の手順など日程を聞いた。裏

庭に入ると、あらかじめ伐る樹にテープの目印があり、

周りが雪かきしてあった。早朝出発した市役所職員な

どが作業をしたそうだ。 

伐採の前に馬場先生がアオナシを見上げ、ナシの原生

種であると説明された。本来枝を広げる樹木なのに、隣

のシラカバなどに遮られて曲がっている。目印になる

樹として残すとのことだった。私たちは、小枝を一箇所

に集めたり、伐採の時の綱引きを手伝った。次は、奥の

ほうにあるウラジロモミ周辺の伐採。この樹は広いと

ころだと水平に伸びて格好いい。庭のシンボルになる

との説明。クリスマスツリーにしたいとの声があがる。 

最後の場所は、低木のツツジなどが群生している所

だ。花を鑑賞するコーナーだった。その後、ミズナラな

どの伐採樹を適当な長さに切って大成荘の駐車場に運

び、シイタケ菌の植え付け作業を行なった。各自２本ず

つ持ち帰って育てることにした。 

一巡して大成荘に帰り、玄関前で馬場先生の指導によ

る冬芽の観察会が行なわれた。 

翌日は、一転して吹雪

の朝となった。前日伐

採した木の上にも雪

が積もっていた。だが

アオナシもウラジロ

モミもいきいきとし

ていた。館長の案内で

雪の庭内をめぐる。館

長は雪の冬も犬の散

歩がてら毎日散策路

を歩いて道を固めている。新雪の中に足を踏み入れる

と膝までずぶっと入る。ところどころにウサギの足跡

が見つかった。この日は見かけなかったがシカも出没

するらしい、。シカは若芽や樹の皮を食べてしまうので

ありがたくない動物だそうだが、近年増えている。 

倉沢でも里山の保全のために毎年萌芽更新が行なわ

れているが、人が訪れて、ほっとくつろげる場所や花を

愛でられるところを作ってもよいのではないかと思っ

た。大成荘にはそれなりのデザインが描かれているよ

うに、倉沢も多様な人がさまざまなニーズで憩える場、

小さいながらも桃源郷と言えるような場に育てたいと

思った。 

倉沢里山・春の散策会倉沢里山・春の散策会  

担当幹事 佐瀬千佳子 

心配された雨もイベント

の始まる１０時前には晴

れた。峰岸会長は、自分が

晴れ男なのだというが、

こ の 日 の お 昼 の メ

ニュー；「山野草のてん

ぷら」に天が味方してく

れたのだと密かに思う。 

ウド、タラの芽を始めとする１６種以上の里山の恵み

が今日の食材。たけのこご飯、蓬ご飯に玄米おこわ。そ

れだけでページが埋りそうな王者の食卓が、散策を終

えた一行を待ち受けていたのだから。 

本年度第１回定例イベントは散策会。見渡せば、森は

いつしか春もみじから青葉に変わっており、汗ばむ陽

気の中、６０名の参加者を迎えて行なわれた。 

里山を残したいという相続関係者の強い意志で、実に

総面積の６３％に

あたる山林・農地が

市に寄附され、２.

４htにおよぶ緑地

保全の道が開かれ

たことは既報のと

おり。この新たな活

動対象フィールド

と従来からの管理

緑地を併せた全２.７htを実徒で確認し、同様の手法で

市有地化が決まった隣接する多摩市の樹林地にも脚を

伸ばしてみようというのが本日の企画。 

林の中では、ウワミズ桜が満開。キンラン、ギンラン

を散見できたのは僥倖というべきか。杉野学園の崖地

には春リンドウの小さな花がたくさん咲いていた。 

担当幹事の川崎さんを先導に、遺跡（古墳）の説明は

安孫子さんに峰岸会長、草花は

峰岸立枝さん、区分地の説明は、

田村裕介さん。それに会員同士

が教えあって、樹林の散歩を楽

しんだ。 

が、沢を抜けて帝京大学駐車場

下に出ると、一帯はつい先日ま

での樹林地があっけなく姿を消

し、新しい赤土が積まれている。

しっかりと保全の網をかけなければ、都市部に残され

た貴重な里山の景観がなくなるのも時間の問題だと散

策道は教える。 

多摩市の緑地では、下草刈り講座で集まった市民とと

もに寄付者の住崎さんも一緒に汗を流していた。 

「父の亡くなった後、農業を継ぐつもりで会社を辞め

ましたが、実際、農業だけで食うことはむずかしい。ど

んなによくても、落ち葉の堆肥で畑を耕すことは、人件

費がかかりすぎて、無理なのです。それでこういう形で

残すのが最善の方法だったのです。」 

倉沢と和田の緑地が緑の橋頭堡になることを祈ろう。 

雪見の大成荘雪見の大成荘 

 

馬場先生の解説を聞く参加者 



ENJOY!!ENJOY!!ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファーム   NEWSLETTER (NEWSLETTER (NEWSLETTER (倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）                                                                        №№№   20. 2003/5/1 (20. 2003/5/1 (20. 2003/5/1 (444)))   

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆新たな駐車場が第１緑地の下にできました。この土
地も今回緑地管理のために日野市に寄付されたもの
で、愛する会のボランティアと、今度障害者福祉の
フィールドとして風の丘を使うことになったＮＰＯ
法 人「や ま ぼ う し」が 主 に 利 用 し ま す。 
会員がこの駐車場を利用する場合はアリスの丘の駐
車場と同様駐車票を掲示してください。（必要な方は
事務局にお申し出下さい。）また、この駐車場が面し
ている道路は結構交通が激しいので事故等がないよ
う、各自十分注意して下さい。 
☆アリスの丘ファームの管理にあたっては、運営規約
を守って他の会員や近隣の農家に迷惑をかけないよ
うお願いします。特に不燃ゴミの散乱や焚き火につい
て苦情も寄せられています。お互いに楽しく、そして
きちんと管理しましょう。 
☆倉沢里山を愛する会では「ＮＰＯ活動総合保険」に
加入しています。会の公式活動の際に参加者本人が
怪我をしたり第３者に損害を与えた場合等に保険金
がおりるものです。各自が都度個人単位で行なう
ファームの管理には適用されませんので念のため。 
☆倉沢の緑地は、今後ボランティア活動によって時間
をかけて整備し、みんなが緑の恩恵を享受できるよ
うにしたいと考えていますが、現在のところまだ一
般に公開されているわけではありません。植物を
採ったりすることはもちろん、むやみに立ち入った
りすることも当面の間できるだけ控えて頂くよう、
ご理解とご協力をお願いします。 

2002年度決算報告   事務局  田村 裕介 

倉沢里山を愛する会の会計年度は4/1～翌年3/31と

なっています。２００２度の決算について監査を受け、

先日の幹事会で承認されましたのでご報告します。合わ

せて日本財団にも事業報告書を提出しました。 

収入は会費等119,000円、日本財団助成金550,000円、イ

ベント参加費110,200円、カンパ他41,629円、その他で合

計820,829円。 

支出は機材・備品費497,610円、消耗品費等123,466円、

保険料・会議費・雑費・事務経費その他で188,100円、合

計809,176円。前年度繰越金は－16,759円でしたので、結

果2003年度への繰越金は－5,106円となりました。 

５・６月のイベント情報 
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。 

☆５月２４日（土）雑木林の下草刈り(1) 

作業の後はアウトドアで「酪農トン汁」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、飲み物 

参加費 会員は無料、会員外は300円 

☆６月１４日（土）里山の植物観察会（富士先生） 

タイミングが合えば梅の実が採れる頃です。 

観察の後はアウトドアで「ポトフ」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 筆記具、ルーペ等、飲み物 

参加費 会員は無料、会員外は300円 

里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  
第６回(最終回)・・・倉沢里山から学んだこと 

横浜国大大学院 田中 涼子 

サクラの花もすっかり終わり、新緑の気持ち良い季節

となりました。今年度から、倉沢里山に調査に行くのは

月１回にしたため、行く度に植物達の活動が盛んになっ

ていて、ああ、もうこの花が咲く時期なんだと、季節の

変化を目の当たりにします。 

この２年間、倉沢里山を含む百草の地に何度も足を運

び、植物を通して里山という空間を観察してきました。

一年を通して、本当にたくさんの植物が生育している場

所だなあと感心してしまいます。それではなぜこんなに

たくさんの植物が里山という空間にはいるのでしょう

か? それはきっと、人間の生活によって田んぼや畑、刈

り取り草地、雑木林、鎮守の森といったようないろいろ

な場所が里山の中には凝縮されているからでしょう。こ

の欄では、植物はいろいろな特性を持っていて、その特

性によって住みやすい場所、住みにくい場所があるとい

う話をしてきました。里山のようにいろいろな場所が凝

縮されているということは、いろいろな植物が住める場

所があるということです。だからきっとこんなにたくさ

んの植物がいるのでしょう。（これはあくまで1つの見方

で、もっともっと色々な理由があるとは思いますが…。） 

昔はこの色々な場所は農業という人間の営みによって

守られてきました。しかし、農業の衰退が嘆かれる現代

において、ましてや日本で人口の最も集中する東京都に

おいて、この様にすばらしい里山を残していくことは容

易なことではないと思います。私は、倉沢里山のボラン

ティアに関わり（最近、ぜんぜん参加できず申し訳ない

です。）、里山を残していくためには、地域住民の人々

の熱意と地主さんの理解が欠かせないものであるとい

うことを勉強させてもらいました。倉沢里山の大きな部

分が日野市の土地になったと聞いていますが、相続の時

に緑地としての寄付を市に働きかけた田村さんをはじ

めとする地主の方々と、それを支えた地域住民の方々の

努力があったからこそ、日野

市が緑地として残していくこ

とに踏み切ってくれたのだと

思います。市民の力で自然を

守り抜いたというのはすごい

ことだと思います。 

 １年間続けさせていただい

たこの欄も、今回が最後とな

りました。締め切りに間に合

わず、編集者の田村さんには、

何度もご迷惑をおかけしまし

た。大したことは書けません

でしたが、自分のやっている

研究を、地域の人々に伝える

場を作っていただけたことに

感謝しています。最後まで読

んでくださって、ありがとう

ございました。 

 倉沢第２緑地（夏） 

 

倉沢第２緑地（冬） 


