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「萌芽更新」「萌芽更新」「萌芽更新」   
朝山 恭 

倉沢里山を愛する会に入ってもう２年になりまし

た。まだ現役のためスケジュールがぶつかり毎回は参

加できず残念ですが、毎回貴重な体験をさせていただ

いています。 

１月の活動では、立派な木を何故切ってしまうかと

最初思っていましたが、木を切ることにより新しい芽

が出、切った木はこの１年燃料として使い、来年は又

新しい「萌芽更新」をして暮らしていくという里山の

サイクルについて田村さんから聞き、昔小学校で学ん

だ自然共生の生活で良い循環をしていたことを思い出

し、今はそうした循環が断ち切られることにより自然

が破壊されていくということを改めて感じました。 

ここで自分なりに

「萌芽更新」を調

べてみました。 

昔からクヌギやコ

ナラは、人の暮ら

しに利用されてき

ました。炭焼きや

椎茸のほだ木のた

めに木を伐採する

と、森の中にはポッカリ明るい空間が生まれます。太

陽の光が多く入るようになり、切り株からは新しい芽

が生え、木は成長していきます。そして年月がたつ

と、再び人が利用できるほど立派に育つのです。この

ことを「萌芽更新」(ほうがこうしん)と言うのです。 

太陽の日差しが地面に届くと、眠っていた野草のタ

ネは芽を出し、花を咲かせて虫を呼び、その虫を食べ

に鳥や動物もやってくる。そんなふうに多様な生きも

のが、この空間を目がけて集まってきます。冬のあい

だに伐採した切り株からは、春になるとわきから芽出

しします。そして、大きく成長する過程ではCO2を吸収

し、大量の酸素を放出してくれます。 

つい最近までごく普通に見られた身近な植物、また

メダカやドジョウ、カエル、ホタルなど、昔はどこに

でもいた生物がどんどん姿を消しています。かつては

里山は適切に管理されることで豊かな生物相を保持し

てきたのですが、近代の燃料革命などによって薪や炭 

（薪炭という）として里山林が

利用されず、人手が入らなくな

りました。その結果、里山の広

葉樹林は自然の森林の遷移に任

せて大木に成長し、薮が生い茂

り、林床に光が届かず、暗い常

緑の森林へと遷移が進み、それ

につれて豊かな生物相を保持す

ることができなくなっていきま

す。 

そういう意味で、再生可能な里

山林を含む里山システムの復活は、荒廃した我が国の

自然環境を回復することにつながるのです。私たちの

里山をこれからも大切にしたいと思います。 

倉沢里山を愛する会 会報 

アリスの丘ファーム 
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冬に伐った切り株から

新しい芽が出てくれば

萌芽更新成功です 
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樹木との出会い樹木との出会い  
三井 周一 

倉沢里山を愛する会に参加して足掛け３年、毎回楽

しく有意義に過ごさせていただいている。我家は昭和

１３年夏、東京から六郷川を渡り横浜市の郊外へ引越

した。幼尐乍ら荷物を積んだトラックの助手席からの

眺めは、ことごとくが木々と畑の緑で印象的だった。

戦争の勃発そして東京への爆撃からの避難であった

が、もしそうしていなっかったら生き残れただろうか

とよく両親は口にしていた。ひなびた何もないところ

で、よくお百姓の野良仕事を物珍しげに眺めていた

が、不思議と飽きなかった。戦争が始まると間もなく

遊び場が畑に変わり手伝いをした。終戦になると兵隊

がやって来て、本土決戦の準備とかで松林を伐採し土

壕を造っている傍で、大人に混ざって毎日のように松

の根を掘ったが、雑木林の木を伐る薪づくりは、ガス

がひけるまで年中行事として続いていた。 

時は流れ、会社生活が終る頃、私も人並に次のス

テップを考えはじめていたが、「樹木・緑化」がすぐ

浮んだ。金儲けの話（経済・金融）は既に飽き飽き

だ。思えば工場の緑化には永らく係ってきていた。講

演をきき講座を受け研修に参加する度に充実感に満た

され、心底喜びに浸った。樹木の構造、生理、樹木の

生態、地球上各地域の植物相等々。そうこうしている

内に樹木医にひかれるようになり試験にトライ、昨年

運良く叶えられた。多くは２０、３０才も年若い仲間

だが一緒に樹勢の衰えた大木を観察しその原因と活性

化対策を語り合う時など我を忘れ熱中してしまう。未

だ緒についたばかりだが、地域の緑化にいささかなり

とも貢献出来るようになりたいと更に充電中。それを

口実に昨秋はメキシコの巨大なサボテンを、この２月

には屋久島の降水量８千～１万mm 地帯の照葉樹林や

蘇苔類を見学。テキーラの原料リュウゼツランの樹液

の採集風景、屋久島の木の精霊の話など付録が又楽し

い。私は幸いにも樹木と縁に触れて数々の恩恵を受け

ているが、この歓びをより多くの子供達にも味わって

ほしいと願わずには居られない。必ず潤いのある心が

養われるに違いない筈だからだ。１つの提案として校

庭には極力多くの植物を植えその名称、原産地名など

を記した札を立てる。身近に配備されている公園にお

いても同様な取組みを推進する

など如何であろうか。荒廃した

樹林、元気を失った樹木と接し

ても人の心は和むわけがない。

その為にも倉沢里山が皆々様の

協力で、より立派な手本になる

ような「里山」になってほしい

と考えている今日此頃である。 

新米１年生の畑仕事 
三木  浩 

退職後は、好きな山登りに出かけ、気が向けば山の

絵を描き、時間をみて畑仕事をするといった田舎暮ら

しを夢みていた。そういう中、家内がアリスの丘の畑

の申し込みが出来ると言う朗報を得、私に薦めてくれ

た。行くと、身近にこんな自然豊かな里山が残されて

いるのかと驚き、聞けば畑だけでなく、倉沢の里山を

守る活動にも仲間入り出来るということで、すっかり

魅 了 さ れ ま し

た。 

こうして、新米

１年生の畑仕事

が 始 ま り ま し

た。鍬をはじめ

農具を揃えるの

は、まるでゴル

フクラブを買う

時のようにウキ

ウキとした気分

になり、また種

や苗は見るもの見るものがほしくなって、相当余分な

ものまで買う始末。 

私たちは、せっかちとのんびりのコンビのようで、

畑でもこれが如実に現れ、例えば耕せばすぐに種を播

きたい私と、まだまだと手綱を引き締める家内、植え

たジャガイモの芽が中々出てこないと言って掘り返し

て見る私に、大丈夫、大丈夫とのんびり構える家内と

いった具合で、二人合わせて丁度一人前といったとこ

ろでしょうか。 

さてさて、初めての野菜作りでは、心配したジャガ

イモの芽が、硬い土を持ち上げて出たときの嬉しさ

や、土の中から大きな芋が、ごろごろと出てきたとき

の感動、キュウリが一日で思わぬほど大きくなるのに

はびっくり、また、葉の裏にビッシリ並んだ虫の卵の

造形美にも驚嘆、などなど・・・。 

 ジャイモやトマト、ナス、

キュウリ、トウモロコシなど

も収穫でき、彩が揃ったとこ

ろで、関西の息子家族や母親

に産地直送便を届け「おいし

い－！」と大変喜ばれまし

た。年末には孫たちが来て、

顔ほど大きく育った聖護院大

根を、嬉しそうに引き抜いて

いる様子を見て、こちらも嬉

しくなりました。 

 
 

暑い夏の虫取りや雑草取りには閉口しましたが、収穫

の喜びは何事にも代えがたく、又畑仕事や里山の活動

を通して沢山の人達との出会い、貴重な体験、知識を得

ることが出来、退職後の生活へのソフトランディング

に繋がっていることを感謝しています。  

堆肥床作りで杭打ち作業をする三木さん 

上出来の作品とお孫さん 

珍しいマメ科の高木、マメの鞘が

たくさん見える（メキシコにて） 

長さ50㎝近いマ
メの鞘の内側⇒ 
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國分 知子 

１月１７日のお昼は、鮭と野菜の粕汁、大根と干柿

のなます、白菜漬け、大根のビール漬け、そしてブラ

ンデーに漬けた干柿やクルミの入ったブランデーケー

キ。下村さんからは沢山の銀杏の差し入れもありまし

た。食材の大根、ジャガイモ、白菜は共同ファームで

採れたもの。干柿は、倉沢の渋柿をみんなで皮をむい

て中尾さんの事務所ベランダで干したものです。１週

間前から多くの方が準備してくれました。 

野菜と塩鮭に酒粕を入れて煮込

んだ汁物を三平汁という人もあ

りますが、本来は、江戸時代に

松前藩の賄い方をしていた斉藤

三平が考案したのが最初で、当

時、酒粕は入れなかったようで

す。本来はニシンを入れていた

ようですが、ニシンがとれなく

なった現在は、鮭や鱈で作るこ

とが多くなったそうです。 

今日の酒粕は八海山。１００人

分の鍋に５分の１程度、水を入

れ沸騰させて、煮えにくい材料から順に野菜を入れて

いきます。材料をすべて入れ終わると１００人分の汁

物が出来上がります。野菜のエキスと酒粕の効果で、

お椀一杯につき、３歳若返ったはず。 

この１００人鍋を作るのは、とても楽しいもの。普

段の料理では、なかなか味わえないようなコクとうま

みが出ます。予測しきれない味わいに感動します。ド

ラマチックです。 

今までこの会では、活動の度に様々な汁物を作って

きました。豚汁、ポトフ、肉じゃが、芋煮、カレー、

粕汁など。これからは、ポークビーンズや、火加減の

調節がうまくいけば、クリームシチュー、クラムチャ

ウダーやミネストローネのスープ、山梨のほうとうも

できそうです。私達の共同ファームで採れた旪の野菜

を生かして、様々なおいしさを楽しみましょう。 

今回の粕汁は、料理当番の私としては、ちょっと甘

くなり過ぎたかなと反省点もありますが、沢山の方の

協力と応援でとてもうまくいきました。来年の冬はも

う一度チャレンジしますから、今回の味、忘れないで

ね。 
さて、２月２１日の活動日は久し振りにカレーが登

場、今回は築地さんが料理長を担当しました。祖谷さん

が薪で炊いて下さったご飯と辛口カレーがおいしかった

ので、あっという間に６３名の胃袋に収まりました。珍

しいものとしましては、三浦さんが貴重な自然薯を料理

して持って来て下さり、これまた随分盛り上がりまし

た。その他共同ファームで採れた小松菜の胡麻和え、白

菜の塩もみ、干柿と大根のなます、朝倉さんに頂いた

らっきょうや黒米と玄米のご飯もありました。これから

も楽しいボランティア、おいしい里山料理をどうぞご一

緒に!（事務局） 

里山の里山の里山の   

水と土を汚さないために水と土を汚さないために水と土を汚さないために   
峰岸 立枝 

イベントの開催日の持ち物として、自分が使う食器

類がニュースレターに書かれていますが、環境を考え

る者の一人として、また一幹事として思うことがあり

ます。 

まず、汁物用とご飯用の器、箸は必ず持ってくるよ

う心がける。それでも忘れることは誰しもありますか

ら、その時は会のものを使わせてもらいましょう。し

かし「書いてあるけど、備えがあるからいい」と甘え

て当日にのぞむのと、脳細胞の老化防止と思って「心

がける」のでは違ってきます。確かに寄付して頂いた

食器類が十分ありますが、各自が用意してくると、ど

んなにいいことがあるでしょう。 

そして、自分が持参し汚した食器は、食事が済んだ

らそのまま持ち帰り、帰宅してから洗う。そうすれば

水道の所が込み合うことも、洗剤で土壌を汚す心配も

ありません。倉沢で私たちが使っているおいしい地下

水の水質保全の上からも有意義です。 

全体で使った鍋・釜・皿、などを洗えば片付けは終

わり、片づけ時間が短縮され、幹事会も早く始められ

るし、ボランティアの後、自分の畑で農作業をやる時

間も浮きます。 

私は皿などを洗う前に、まず着古した肌着やシーツ

を小さく切ったもので拭くことをお勧めします。洗剤

も使わずにすみ、排

水処理の不備もカ

バーできます。最近

は一般の家庭でも油

物は拭いてからとい

われていますから、

苦にはならないで

しょう。 

我が家では家族そ

れぞれが卓上に常備

しておく布切れで拭くのは当然のことになっていま

す。これは２０年以上前に登山仲間に教わったもので

す。山に入る時の準備としてトイレットペーパーを

ロールごと持っていくように言われました。野外で食

事を作り、食べた後はそれを使ってすぐ拭き、汚れた

紙は持ち帰ります。誰がどこでその水を使うか考えれ

ば、入山者全員がこうしないと、沢水は澄んでいるよ

うでも汚染され、知らずに飲料水としたり食事に使用

する人がいないとも限りませんから。 

テント持参の登山はしなくなっても、天の啓示を受

けたように、それ以来家庭でもこの方法を採用してい

ます。登山には軽いトイレットペーパーが適していま

すが、家庭には、素材が多種・多量にあります。 

長年の習性でこの里山に限らず、人が大勢集まる所

での食器の洗い方など、気になって仕方のない私で

す。私の提案の趣旨を理解し受け止めてくださるよ

う、切に願っています。 



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）                                                                        №№№   25. 2004/3/1 (25. 2004/3/1 (25. 2004/3/1 (444)))   

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆１月の活動時、小幡さんの指導で梅の剪定講座が開
かれました。おかげで樹形もよくなり、しかも実がと
てももぎ易そうです。今年は梅の実がかなり期待でき
そうです。イベント時に皆で味わいたいと思います。 

☆４月から新しい年度に入ります。ファームにも新し
い仲間が加わってくれます。ご近所の区画の方よろし
くお願いします。 

☆倉沢里山を愛する会では、幹事としてボランティア
活動の企画・準備・運営などにご協力頂ける方を広く
募っています。是非ご協力をお願いします。 

３・４月のイベント情報 
参加する方は事務局までご連絡お願いします。 

３月１３日(土）   

 散策路作り(杭打ち)と落ち葉掃き 

 お昼は熱々「肉じゃが」です。 

集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、おわん、箸 

☆この日午後１時から、昨年の落ち葉でできた堆肥

(腐葉土)を希望される会員にお分けします。今回

は量に限りがありますので、尐しずつ分けましょ

う。ビニール袋、バケツ等の容器をご用意下さい。 

４月１７日（土）  

 春の倉沢里山散策会 

 散策の後は野草のてんぷらとヨモギご飯 

 集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、おわん、箸 

☆前日午後１時から、尐人数で食材の採集をしま

す。ご希望の方はぜひ参加してください。 

里山に棲む鳥たち里山に棲む鳥たち  ((第４回)第４回)    
横浜国大大学院環境情報学府博士課程 藤田素子 

 春一番が来ました。ウグイスのホーホケキョとい

うさえずりが響き始めます。声はよく聞こえるのに

姿が見えません。春夏しかいないのかと思われがち

ですが、冬はチッという地味な声で笹藪に隠れてい

ます。美しい歌声を競わせて昔から愛されていた鳥

ですが、最近の研究では面白いことが明らかになっ

ています。１羽のオスのなわばりには６～７羽のメ

スがいて、子育ても全てメスがやるそうなのです。

余ったオスは、放浪するそうです。やはり強く美し

いオスがもてたりするのでしょうか。 

逆にツバメは一夫一妻で、つがいの他に雛の餌を探

してくれる助っ人もいるとか・・・。なんとも感心

なことですね。ツバメは軒下に巣を作るのでおなじ

みですが、これはカラスなどの天敵に襲われないよ

うに、人の生活をうまく利用した結果だと考える人

もいます。実は森の中でも同じことがあって、猛禽

類の巣の近くには、守ってもらおうとする小鳥の巣

が多いという話もあります。皆必死で子孫を残そう

と知恵を絞っているのでしょう。 

 春といえばヒバリと

いう名前を思い出して

も、姿を見たことのあ

る人は尐ないかもしれ

ません。４月頃から草

原や畑の上空で、時に

は見えないくらいの高

さまで舞い上がり、

ヒーチブヒーチブ、ツキニシュウ・・・と速くて複

雑な美しいさえずりをします。空一点に留まり自分

のなわばりを宣言しているものと考えられていま

す。さえずらないときはひっそりと目立たず地上を

歩いていて、一瞬何の鳥だかわからないくらい地味

ですが、逆立った頭の毛でそれとわかります。 

さて、最後にキツツキの仲間の話をします。彼らは

その名の通り、木をつついて巣穴を掘ったり虫を食

べたりします。特に枯れ木は彼らの生活にとってな

くてはならないものです。例えば、枯れ木に巣くう

アリの仲間を食糧としたり、太くて良い枯れ木を選

んで巣穴としたり、繁殖期にはさえずりの代わり

に、よく響きそうな木を高速でつついて太鼓のよう

な音を出します(ドラミング)。よく見られるキツツ

キの仲間は、コゲラ、アカゲラ、アオゲラあたりで

しょう。倉沢でもよく見られるコゲラは最も小さく

て可愛く、シジュウカラやメジロなどと一緒にいる

ことも。枯れ木がすぐに撤去されるような、よく整

備された薪炭林では生活しづらいようで、ここのと

ころ都市部でコゲラが増えているのは、太くて丈夫

な木が多くなったからかもしれません。アカゲラ、

アオゲラはコゲラより一回り大きく、日野ではたま

に見られます。ドラミングの音も姿もコゲラより派

手ですので、４月の末くらいから耳を澄まして林の

散策をしてみてはいかがでしょうか。 

2004年度の年間活動予定(訂正) 

先日新年度のご案内を差し上げましたが、その中で

年間の活動予定表に誤りがありました。（曜日は正し

いのですが、日にちが間違っています）大変失礼しま

した。以下の日程が正しいものですので、訂正お願い

します。イベントは原則として土曜日または日曜日の午

前中です。（雨のときは翌日）都度ニュースレター、

メール等でご案内を致します。都合により日程、内容は

変更になることがありますのでご了承下さい。 
 

４／１７（第３土）  春の倉沢里山散策会 

５／２２（第４土）  雑木林の下草刈り(1)(野草保護) 

６／１９（第３土）  下草刈り(2) 

７／１８（第３日）  下草刈り(3)、ほだ木本伏せ 

９／１１（第２土）  下草刈り(4) 

１０／１０（第２日） 栗いが整理、竹林の整備 

１１／２０（第３土） 秋のミニ収穫祭・竹炭焼き体験

１２／１１（第２土）落ち葉掃き・堆肥作り(1) 

１／１５（第３土）   雑木林の萌芽更新と梅の剪定 

２／１２（第２土）   落ち葉掃き(2)、キノコの植菌

３／１２（第２土）   落ち葉掃き(3) 


