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松川 信子 

昔、子供にとって雑木林は恰好の遊び場。木登りを

したり、秘密基地を作ったり、カブトムシやクワガタ

で相撲、秋には栗ひろい。雑木林だけでなくそれにつ

づく田や畑でもセリつみ、蓬で団子、どじょう、ザリ

ガニ、とんぼと遊び、いなごを捕っては佃煮にして夕

餉の食卓に。ゲームもテレビもない時代、思い返すと

なんと豊かな遊びをしてきたかと今さらながら思いま

す。遊びのほかにもカタクリ、エビネ、キンラン、

シュンランの花を愛で、萌芽更新で切り倒された後に

一面に咲く山百合の花。野鳥達も多く、このような豊

かな営みをみせてくれた雑木林も、時代の変化の中で

急速にその機能を失い放置されると瞬く間にアズマネ

ザサがはびこりブッシュとなり、そんな所に粗大ゴミ

まで捨てられ無残な姿をさらす、なんとも悲しい光景

があちこちにみられます。 

昨年暮れに八王子に移り住みましたが、隣地には宅

地開発の中で緑地帯として残された雑木林がありま

す。１０数年前まで農家の人により手入れの行き届い

た林だったのが、今は３ｍものササが生い茂り、クヌ

ギ、コナラ等も大木になっています。 

このままの状態で推移させれば、いつの日かササは

花を咲かせ枯れるでしょう。そして照葉樹の森へと変

わっていくのかも知れません。鎮守の森、真鶴岬の魚

つき林、奈良春日山を思い浮かべれば、それはそれな

りには厳かさをもった森ですが、お弁当をもって遊び

に入ろうと思うような、明るい開放的な雑木林とは

ちょっとちがいます。 

近隣の人たちのこの緑地に対する意識がどうである

のか、市の位置付けはどうなのか気になる所です。試

しに一部のササを刈ってみました。どなたか興味を示

してくれる人がいれば意見を聞いてみたいと思いなが

ら、比較的好意的

に見てもらえて自

治会でも対忚しよ

うという所まで話

は進んでいます。

林についてさまざ

まな苦情の声も聞

こえてきました。 

苦情の大半を占める落ち葉、その落ち葉を目の仇に

せず、どうにかして味方につける方法はないものか、

巨木になった木々の利用法は？ 

多くの人は自然が好きと言います。でも全くの自然

の中では人は住みにくいものです。かといって快適さ

や便利さのみを求めると何とも味気ない殺伐としたも

のになります。どこで折り合いをつけるか。 

倉沢には使命感、目的意識をもった多くのボラン

ティアがいます。行政をも組み込んだ様々のノウハウ

もお持ちです。この地ではすべてこれから。倉沢での

活動を参考にさせてもらいながら、またご協力頂けた

らと思っています。 
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 里山・変貌の理由 
古林 敏彦 

５年程前のこと「りんご狩り」に来てこの倉沢の里

山を知りましたが、当時の倉沢里山には、田んぼや広

い畑が広がり、稲や野菜や果物が作られていました。

カエルの鳴き声や小川のせせらぎが聞こえ、道端には

沢山の草花も咲き、田畑では本格的な農業も残ってい

ました。この里山は、子供の頃を思い出させてくれる

ので好みの場所でしたが、この数年で急に雑木林や田

畑から緑が無くなり、里山の風景の変わったことが気

がかりになっていました。 

そんな折、

家庭菜園ので

きる場所を探

す機会に「倉

沢里山を愛す

る会」の里山

保全活動の存

在を知りまし

た。活動の中

で里山の変化

した事情が尐

しずつ判り納得しました。どうも相続や農業からの離

脱が関係している様でした。私の田舎は山間地でした

が、30年以上前から、農家も専業から兼業そして離農

に至り、山林・田畑は荒れ野原になっています。理由

は利用価値がないからです。逆に都市部では住宅開発

が進み、里山は滅亡の危機にあります。行政が買い上

げているものもあるが、極めて僅かです。 

この倉沢は、比較的最近まで昔ながらのやり方の農

業によって昔ながらの里山が維持されてきたお陰で、

奇跡的に残っていたのだそうですが、この事に感謝し

ながら里山を現状のままを永く維持・管理してゆく責

任も感じます。里山保全の必要性と方向性について考

える機会がなかったのですが、会報№30で田村裕介さ

んの文章を興味深く読ませて頂きました。ノスタル

ジーだけで見ていた自分が、里山の保全の問題点や方

向性を尐し理解できる様な気がします。雑感ですが以

下にまとめました。 

(残すこと)の保全。相続では真っ先に収益を産まな

い山林・雑木林が処分される。里からなくなった理由

がわかった。政治・行政の解決課題で個人では限界。 

(維持・管理すること)の保全。自然食・無農薬野

菜、新鮮地場産が価値ある。倉沢の野菜・果物・リン

ゴ狩り、ブルーベリー狩りは人気あり。此れからも忚

援します。 

(新しい里地・里山の管理を市民が担う) 

確かに相続を含め離農によってあっという間に里山

全体がなくなる想定と対策が必要ですね。農業に代わ

りうる、「業でない農」の展開。これこそ市民が担う

役割だと思います。周りには、野菜や花を作りたい人

は沢山いますから広くても大丈夫。最後に、今年も仲

良く楽しくこの里山の維持管理活動に参加し、ファー

ムでは多種類の収穫に挑戦します。 

アリスの丘に立ってアリスの丘に立って  
杉山寿々子 

私はアリスの丘のこの区画を１０年来耕しています

が、野菜は未だにうまく作れないのです。夏、アカザ

の海となったこともありましたし、秋はコスモスが

ドーンと群生して、たくましい根を張ったこともあり

ました。冬、ホトケノザが区画一面に咲き誇ったこと

もありました。それでも春、ハーブの香りに埋もれて

疲れを癒している自分がいつもいました。 

しかし、こんな調子ではアリスの丘の住人としては認

めてもらえません。そこで畑らしく耕す努力をしてい

ます。雑草対策としてマルチを使います。おのずと種

まきは一列に揃うようになりました。鳥と虫の対策

に、寒冷紗をかけます。葉物野菜の収穫量は増えまし

た。土作りもしています。コンポスターに生ごみ、落

ち葉、生ヌカを土とサンドイッチに入れて発酵させ堆

肥にしています。石灰の量を減らして草木灰を使いま

す。カモミールの花を一年分のお茶にするため摘むの

ですが、草木灰の効いている花は見事です。色の発色

が美しく、大きく、摘む回数が尐なくても沢山の量の

カモミールティーができます。何年かかかって、のん

びりやって、ここまできました。 

もう一つ大切なのは里山活動に参加することです。今

年度は忙しかったため、年３回以上の活動参加を私１

人ではこなせず、夫にも手伝ってもらいました。夫は

黄色いバンダナを楽しそうに首に巻きながら参加しま

した。毎回活動に参加して畑を耕す日を待っていらっ

しゃる方々のことを伺うと、私ももっと真面目になら

なくてはと思います。ここで出会った人々との会話は

植物の話、種まきの時期、作物のお料理方法等どれも

豊かです。丘から見上げる空は広く移ろい行く夕焼け

は美しい。木々の姿に励まされます。 

このアリスの丘に立てることを感謝しています。 

菜園川柳        薩摩風見鶏 (ｲｲﾑﾚ)（2004秋) 

愛
いと

しさに 水やり過ぎや 肥料攻め 
（過保護は誰もが一度は陥り易る）  

 

自慢げに ビギナーズラック 新定年 
（定年退職し初めて野菜作りをして、思いのほか上手く出

来て感激する姿は一様にカワユイ。）  
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里山でハーブティーを里山でハーブティーを里山でハーブティーを   
山本 三恵 

節分が過ぎると暦の上では春を迎えますがそんな

春の予感がする2月12日(土)、林の木々たちも芽吹き

のふくらみを持って、初めてボランティア参加の私た

ち夫婦を暖かく迎えてくれました。そして椎茸の植菌

作業はベテランの先生にやさしく教えて頂いて、まる

でタイムスリップしたように、小学生に戻ったような

純心な気持ちになり不思

議な時間でした。 

 青い空と背の高い自然の

木々に囲まれて、汗を流

した後、野外で食べるチ

ゲ鍋汁も最高においし

かったです。心一つにし

て里山を守っている皆様

方とお会いできましたことを心から喜んでいます。不

慣れですがこれからもよろしくお願いします。 

春に向かっての家庭菜園も楽しみで、先日ハーブ

ティーのはなしを聞いてきました。今はどなたでもご

存知のかたも多いと思いますが、尐しその時の内容を

書かせて頂きます。 

１．ハーブティー 茶材（茶葉）は乾燥したもの 

２．ハーバルティー 生と乾燥葉を混合したもの 

３．フレッシュティー 生の花、葉、茎を使用 

ハーブティーに親しむ方法 

紅茶に混ぜる。（５～２％） 

飲みにくい場合はハチミツやメイプルシロップな  

ど甘味料を加えて飲む。 

ハーブティーの入れ方七か条 

①汲み立ての水 ②湯沸しは耐熱ガラス、ホーロー、

ステンレス、アルマイトなどを使用する。銅、アル

ミ、鉄は使わない ③お湯は5～10分沸騰させる 

④カップ、ティーサーバーはあらかじめ温めておく 

⑤乾燥ものはスプーン１杯、生は1.5～2杯 ⑥浸出時

間は正確に計る(砂時計使用)乾燥ものは12～10分、生

は8～3分 ⑦浸出中はタオルなどで保温 

自分で栽培するのにはジャーマンカモミールが一番

やさしそうでした。乾燥とフレッシュの両方使用で

き、安眠、消化促進の効用があるそうです。フランス

ではどこの家にもある常用茶材だそうです。よろし

かったら試してみて下さい。 

 里山の記憶里山の記憶  ((２２))  
  ー 摘み草 ー ー 摘み草 ー               田村はる子 

「これこれ、これを食べないと

春が来ないのよね」と毎年同じセ

リフを言っている私。 

それは幼いころより母と摘み草

をしながら覚えた味覚。春にどう

しても食べたい野草の中にフキノ

トウ、ヨモギ、ノビル、セリ、ツ

クシなどがあります。まだ尐し風

が冷たい中、でも確実に柔らかい

陽射しに変わっていくのを背中で

感じながらの摘み草は、寒い冬を乗り越えたものに

とって何よりの喜びなのです。いつも忙しい母が横に

いるという嬉しさと安心感が、一層その喜びを増し

「ここにもあった。あそこにもある」と見つけた時の

浮き浮きした気持ちは今でも忘れられません。春の野

草を心のおもむくままに料理し食することのなんと幸

せなことか。我が家の子供達が幼かった頃、やはり一

緒に摘み草をしました。かつて私が覚えた時と同じよ

うに、野原で太陽をいっぱい浴びながら。このように

昔から里山に暮らす人々は何代も何代も摘み草文化を

引き継いで来たのでしょう。ささやかな私の楽しみで

はありますが、今の時代、ある意味贅沢なのかもしれ

ません。周りの開発が進み、野草を摘めるような空き

地も尐なくなってしまった現在、こうした粋な食文化

もいづれ絶えてしまうのかと思うと淋しい限りです。

山続きの我が家の庭には食べられる野草が所狭しとは

びこり、幅をきかせています。イングリッシュガーデ

ンも憧れですが、それよりも何といっても食べられる

野草が一番の魅力で、四季折々食卓に載せては野趣溢

れるほろ苦い味を楽しんでいます。暖かくて柔らかな

光の春、野草から力強い大地のエネルギーと、限りな

い母の愛をいただく季節です。 

２ 月 の 活動報告 
１月の作業が雪のため中止になったので、2/12(土)

は盛りだくさんの作業があり、自分にあったものを
選び、楽しんで活動しました。参加者は55名で、第
２緑地で萌芽更新のためあらかじめ切り倒した木の
片付け、木の枝は緑地の周囲のそだ垣作り、幹は椎
茸植菌をし、もっと太い幹は薪割りをしました。共
同ファームではブルーベリー周辺の草取りとチップ
撒き、また防鳥ネットをかけるため北緑地竹林から
竹を切り出して支柱の準備をしました。第１緑地の
がけ地の笹刈り班は道路沿いの急な斜面での危険な
作業でしたが20人がかりできれいにし、早く作業が
終了した人は第２緑地でも笹刈りをしました。 
お昼は湯郷さんリーダーのチゲ鍋、ピリカラ味がお

いしく体が温まりました。三浦さんの自然薯は昨秋
より掘り集め、庭の土に埋めて保存しておいたもの
を前日に掘って洗い、当日は朝早くから料理して下
さいました。大変な貴重品で、参加した方はおいし
いトロロを食べられてとてもラッキーでしたね。 
三浦さん、湯郷さん、ご馳走さまでした! (事務局) 

冬の雑木林（画・Y.A） 

第１緑地崖面の笹刈り作業 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆もうすぐ 2005 年度に入ります。新年度のご案内を差
し上げています。皆様のご協力をお願い致します。お
友達もご紹介下さい。 

☆アリスの丘ファームの運営規約によりファームの管
理者には年間３回以上の活動(作業)参加をお願いして
いますが、事務上の都合により２月から翌年１月まで
の１年間でカウントさせて頂きます。本年度も心なら
ずもファームの管理を辞退して頂いた方もいらっしゃ
います。活動への参加もよろしくお願い致します。 

☆汁物料理とご飯炊きのお手伝いを、それぞれの都合に
合わせてなるべく多くの方に参加して頂き、交代でお
願いしたいと思います。ご協力頂ける方は登録致しま
すので、ぜひお申し出お願いします。慣れるまで親切指
導、男性も大歓迎です。 

☆会の幹事も募集しています。会の趣旨をよく理解して
下さっている方ならどなたでも。和やかで円滑な運営
のお手伝いをして頂ける方、事務局までご連絡下さい。 

☆ドラム缶での竹炭焼きの企画・準備から後処理まです
べてやってみたい方、興味のある方は事務局まで。竹炭
に加えて竹酢液も採れます。 

☆ NPO やまぼうしの牛糞堆肥の販売に協力しています。
柚木の鈴木牧場で障がい者の方が作っているもので、
１袋(10㌔)500円です。事務局にお問い合わせ下さい。 

☆イベント当日の野菜の持ち込みはとても有難いので
すが、事前のメニューにないため当日の対忚は難しい
こともあります。野菜を寄付して頂ける方は２日前ま
でに連絡して頂ければ、事前にメニューに加え、買い
物でも考慮できますのでとても助かります。 

☆杉野グラウンドの大規模開発計画は市民の抗議や要
請にもかかわらず、事実上どんどん進行して、もはや
物理的に元に戻せるような状況ではなくなりつつあ
ります。倉沢里山を愛する会の、緑を守る立場からの
請願は３月の市議会で再審議されますが、それに向け
て皆様に署名をお願いしましたところ、2月 26 現在、
日野市内外から合わせて約 600名近くの沢山の方のご
協力を頂いています。展望は必ずしも明るくはありま
せんが、私たちの思いは必ず届け、今後の環境保全に
も生かして欲しいと思います。3月
10 日頃までは随時追加していきま
すので、引き続きご協力をお願い致
します。 

３・４月のイベント情報 
参加される方は事務局までご連絡お願いします。 

３月１２日(第２土） （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の落葉掃き。 

お昼は熱々具沢山、山梨の「ほうとう」です。 

集 合 １０時 第２緑地 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

４月１６(第３土)  （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の下草刈り、他 

 お昼は「ミネストローネ」の予定です。 

集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、お椀、箸、スプーン等 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第３回)(第３回)  
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず) 

チョウ？ ガ？ 

定期的に管理された里山では

春の訪れとともにたくさんの

チョウを見ることができま

す。倉沢緑地では、僕が確認

しただけでも30種以上のチョ

ウがいました。チョウの美し

い姿に魅せられる人がいる一

方で、姿がよく似ているガを

苦手とする人は多いように思

えます。曰く、飛び方や姿や幼虫が気持ち悪い、など

など。そこで前回述べた分類の概念から、チョウとガ

は何が違うのかをみてみましょう。 

チョウとガは、鱗粉（りんぷん）と呼ばれる粉が羽

に付いているので、昆虫類の中の鱗翅（りんし）目、

またはチョウ目というグループに属します。それぞれ

の日本産の種数は、チョウは約300種、一方のガはな

んと5000種以上にもなるそうです。すなわち、ガが

チョウの仲間なのではなく、チョウがガの仲間なので

す。ではチョウはどのようにガのグループから独立し

たのでしょうか。 

鱗翅目の祖先にとって最大の敵は鳥でした。鳥に襲

われない最も効果的な方法は、鳥が活動している時間

を避けて活動することです。そのため、ガの多くは夜

行性であり、周囲が暗い中で明るい色をしていると目

立ってしまうので、姿が地味なのです。 

 したがって、ガの一部のうち、

日中の生活に適忚したのがチョ

ウという考え方もできます。

チョウは日中に活動するため視

力が発達し、さらに人が見ても

美しいと感じる姿を異性にア

ピールしているようです。しか

し、日中に活動すると、最大の

敵である鳥の格好の餌食になっ

てしまいます。そのため、チョウ

は飛び方がガに比べて素早く、さらにヒラヒラと不規

則に飛ぶことで、鳥から襲われにくくしています。特

に、日本の国蝶であるオオムラサキはバサバサと音が

するほど飛翔が力強く、ときに鳥すらも追い払ってし

まうそうです。 

本来は夜間に活動するガのうち、日中の活動に進化

したものがチョウであるという説明をしてきました

が、日中に活動するガもいるように、チョウとガを明

確に区別することは難しいようで

す。フランスやドイツのように、

チョウとガを言葉として分けていな

い国もあります。カノコガやオオミ

ズアオのような美しいガを観察し、

ガに対する偏見をなくしてみると、

野生生物を見る視野が広がるのでは

ないでしょうか。 
キアゲハの幼虫 

オオミズアオ 

ジャコウアゲハ 


