
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）                                                                     №№№   35. 2005/11/1 (35. 2005/11/1 (35. 2005/11/1 (111)))   

散々な結果でした。難しい

ものですね。どの程度のも

のが収穫できたか恥ずかし

くて書けたもんじゃありま

せん。皆さんの畑が羨まし

く思えてなりませんでし

た。 

収穫は芳しくなかったので

すが、土に触れていると何

故か無心になれますね。こ

んなことに『満足』を収穫

しました。（負け惜しみか

もしれませんが） 

気を取り直し、昨年の冬から春に向けてひな壇のよ

うに畝を作ったり、深くシャベルで掘り起こし、腐葉

土、牛糞など肥料を入れて、さあ春よ来い。 

そして今年。ベテランの皆さんにご指導もいただい

たおかげで、キュウリ、ナスなど食べきれないほど。

特にトマトは美味しいッ！と、家族からは大好評でし

た。 

また思わぬ収穫も。キュウリの苗を買ったのです

が、成長してみたらなんとカボチャ。これがまた美味

しいの何のって。でも蔓があっちこっちに伸びて、周

囲の皆さんに迷惑をかけてしまいました。スミマセン

でした。 

秋の畑にはタイミングを逸してろくなもの植えてま

せんが、また来年の春を楽しみにしてるんです。 

今回は自然薯の話も入れようと書き始めたのです

が、前置きが長くなって紙面が不足してしまいまし

た。ボチボチ収穫のシーズンとなりますので、次回、

掘った芋の記念写真

とともにご紹介でき

たらいいな、なんて

考えています。 

掘る所は決めてい

ますので、よろしけ

れば一緒に掘りませ

んか。 
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先日ある方からアンケートの依頼を受けました。そ

の中に、倉沢里山を愛する会に参加するきっかけはど

んなことからでしたか、という内容の質問がありまし

た。 

物心がついた頃、母親に手を引かれて野山を歩き、

春にはワラビなどの山菜採り、秋には栗、胡桃など拾

い集め、その日の夕食が楽しみだったことを思い出さ

せてくれました。 

山奥の農家から町に嫁に来て、やっぱり山が恋し

かったのでしょうか。私を、山へ行くためのダシにし

ていたような気もします。幼稚園といってもお寺さん

でしたが、そこへもまだ通園する前からですから、も

う５５年以上も昔のことです。歩きながら何やらむず

かしい話を聞かされていたような気もします。でも

まったく記憶から消えてしまいました。そんななつか

しさを思い起こさせてくれるアンケートだったので

す。 

そんなことからでしょうか、この歳になってもさし

たる目的もなく、野山をブラブラ歩くようになってし

まいました。 

 ところで、この会には同

じ町内（八王子市大塚）

の祖谷さんからご紹介い

ただき、入会してもう４

年目になりました。 

この林の中を歩いている

と子供の頃に還ったよう

な気分になれます。畑も

お借りして２年です。子

供のころ母が庭先に畑ら

しきものを耕し、その成

果が年中何かしら食卓に

載っていたことを思い出し、時間に余裕ができたこと

もあって、「やってみよう、野菜ぐらい種や苗を植え

れば後は収穫を待つだけでいいだろう」と気楽に考え

ていました。 

ところがどっこい。そんな簡単なもんじゃないです

ね。初年度は周囲の皆さんのお力をお借りして耕し、

種を蒔き苗を植えたのですが気持ちが苗に伝わらず、 
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知らずに植えた知らずに植えた知らずに植えた   

「ヤーコン」にビックリ！「ヤーコン」にビックリ！「ヤーコン」にビックリ！   
安藤 寿子 

私の大好きな秋になりました。百草の山も派手な色

合いではないのですが、落ち着いた褐色に染まるのも

もうすぐです。私にとっては昔からの楽しみの一つで

す。 

東京に生まれましたが、若い頃から自然が好きでよ

く友人と山歩きをしました。そんな私が「倉沢里山を

愛する会」に入会出来ましたのは幸せなことで、そこ

での活動でいろいろな方との交流や新しい発見・体験

など楽しいことが沢山あります。ひとつひとつの活動

は「里山」を大切に残していくという大きな目標で皆

が集まり、それぞれに分担して仕事を分かち合ってい

るようです。終わった後の食事会も、ひと仕事やり遂

げた満足感で、取り留めもないおしゃべりで盛り上が

ります。 

初めての未体験ゾーンで、畑も一区画お借りしてい

ます。思ったよりもやることが沢山あり、主人も仕事

で結構忙しく、畑へは中々頻繁には行けず、雑草が

いっぱいでちょっと見苦しい状態になっています。 

昨年、ある園芸店でわけもわからず買ったポット苗

を植え付けてみたところ、それがドンドン大きく背丈

ほどになりビックリ。あれこれ調べてやっとそれが

「ヤーコン」だとわかりました。今、結構人気の健康

食品で、フラクトオリゴ糖やポリフェノールを多く含

み、食物繊維も多く、ダイエットや整腸作用や便秘に

も効果があり高脂血症にも良いと、いいことずくめな

のです。 

そして秋の終

り頃にサツマイ

モに似た塊根が

沢山収穫出来ま

した。あまり手

が掛からずこれ

はいいぞと、翌

年の春までその

塊茎を保存して

ポットに植え付

けたところ、芽が出はじめ約５０ポットも出来てしま

いました。今私の畑で１２～３本が元気に成長してい

ます。沢山の苗は、千葉で畑をやっている主人の友人

や、私の知り合いに貰って頂きました。それぞれ

「ジャックと豆の木」を想い出させるようにスクスク

と育っていることでしょう。 

皆様が普通に作っていらっしゃる野菜も、素人ゆえ

中々上手く育ちません。そこで主人が新潟から貰って

きた「巾着なす」や「神楽南蛮」などの変わり苗を植

えてみたりもしています。何だか変わった物ばかり手

がけているようですが、畑作業には愛情と根気と修練

が必要なんだとつくずく感じています。 

これからもっと勉強しなくてはと、新しい世界に燃

えています。 
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ヘチマを栽培しコロンを作るヘチマを栽培しコロンを作るヘチマを栽培しコロンを作る   
安孫子昭二 

へチマ（糸瓜）は熱帯アジア原産のウリ科の一年草

で、長大な果実をヘチマタワシとして垢すりに利用し

てきたし、その茎からとったヘチマ水は、化粧水や咳

止め薬とされてきた。私は、八王子市堀之内の鈴木昇

さんの由木ファーマーズクラブで、ヘチマコロン用の

ヘチマ植栽を何年か手伝ったことがある。市販の化粧

水は肌に合わないという女性陣に｢由木コロン｣はなか

なかの評判だったが、鈴木さんが亡くなられ途絶し

た。それがアリスの丘ファームの一区画を管理担当す

ることになったのを機にヘチマコロン作りの復活を思

いたった。 

問題はどうやってヘチマ棚を確保するかである。ヘ

チマは夏にぐんぐん蔓を伸ばして生長し、中秋の名月

の頃にヘチマ水を採取する。すると6月中旬にジャガ

イモを収穫して3ヶ月間は休耕しても、冬野菜つくり

には間に合うだろう。このように考えて、５月半ばに

畑の縁にヘチマ苗3本を植付けるとともに、市販の支

柱と篠竹で高さ1.5ｍ・幅3.5ｍ・長さ５ｍほどの簡易

な棚をジャガイモの畝の上に設けてみた。 

幸い台風の影響もなくて順調に生育したヘチマの頃

合をみて、９月半ばにヘチマ水を採取した。根元から

60cmほどで切った茎を瓶に差込み、雨水や虫が入らな

いようにティッシュで封鎖、ガムテープで固定する。

見ると間もなく、根から揚水した滴がぽたりぽたりと

瓶に落ちてくる。こうして３本のヘチマから、１日目

3.8ℓ、２日目２ℓ、３日目1.9ℓ、４日目1.5ℓと採れた

が、５日目になって0.2ℓに激減した。こうして５日が

かりで10ℓ弱を採取することができた。 

「ヘチマコロン」の製法は、ガーゼで澱を濾したヘ

チマ水１０：防腐用のエタノール１：グリセリン１を

調合するだけである。余計な添加物も水増しもなし、

純正「ヘチマコロン」は本物志向の女性陣に重宝がら

れること請け

合いである。

来年、一緒に

作ってみませ

んか。 
 

 

 
 

ヘチマコロンを調

合する安孫子夫人 

作る楽しさ、食す喜び作る楽しさ、食す喜び作る楽しさ、食す喜び      
田中  郁 

「倉沢里山を愛する会」そして

「アリスの丘」ファームについて

友人から話を聞く機会がありまし

た。自然や土に親しみたいと思っ

ていたので「私も入りたい」と

言ってさっそく申し込み、昨年１

１月の収穫祭でデビューする運び

となりました。共同作業のさわや

かな疲れと、その後の青空のもと

での食事は格別のものがありまし

た。また、アトラクションにも感

動しました。月一度の作業には都合で余り出られませ

んでしたが、色々なことを教われることはとても楽し

みです。これからも出来る限り参加していきたいと思

います。 

運良く、４月から畑も借りられることになり、大喜

びしました。 

早速本を買い求め、友人のアドバイスもいただき、

まずは手始めにジャガイモから挑戦しました。本を読

んで分かったつもりでも、実際畑の耕し方や肥料のや

り方は、教えてもらったり、手伝ってもらったりして

はじめて出来たわけで、結構難しいものだと実感しま

した。 

さて、待ちに待った収穫の時。恐る恐る掘ってみる

と、出てくる出てくる。皮を剥いたらなくなりそうな

小さなものから拳くらいのものまで大小様々。これは

自家製ならではの楽しさです。 

小松菜も随分収穫できましたが、虫との競争で、こ

れもまた無農薬の良さでしょうか。 

７月は引越しがあり、なかなか思うように畑に行け

なかったこともあり、大先輩の友人には「肥料もろく

にあげていない割にはよくなったね」と感心され、苦

笑いしてしまいました。特になすは５株買って植えま

したが、食べきれないほどというか、毎日食卓に出る

ほどの量と艶やかな良い出来栄えで、「えらいね、あ

りがとうね。」と感謝せずにはいられませんでした。 

今はブロッコリー、白菜、大根、ほうれん草が食卓

にのぼる日を楽しみに待っています。 

無知と未熟の域はまだまだ超えられそうにありませ

んが、熟練した先輩たちに教わりながら一年一年上手

になっていけることと思います。 

「うちの畑でできたのよ」と言うとうれしそうにする

主人と母の笑顔も耕すエネルギーになっていると思い

ます。 

今後の希望とし

ては、夫婦一緒に

畑作りを楽しめた

らと願っていま

す。そ う し た ら

きっともっと美味

しい野菜が作れる

ことでしょう。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆早いもので、今年もあと尐しになってしまいまし
た。アリスの丘ファームをやっている方は、従来ど
おり会の活動（ボランティア作業）に年間３回以上
の参加を条件としています。 
２月～１月までがカウントの期間となっていますの
で、参加回数が尐ない方はよろしくお願いします。 

☆来年度のアリスの丘ファームの新たな参加希望、辞
退等、早めにお知らせいただけると準備がしやすい
ですのでよろしくお願いします。事務局まで。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第(第77回)回)  
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず) 

コケとは？ 地衣類について 

前回は真の「コケ」である蘚苔類について書きまし

たので、今回は「コケ」と混同されることの多い地衣

類について書きます。 

地衣類は、かつては動物・植物のように系統的にま

とまった分類群と考えられていましたが、現在では菌

類の枞組みの中で取り扱われるようになりました。す

なわち、蘚苔類とは異なり、植物ではなくキノコなど

と同様の菌類なのです。しかし、その本質はまだ完全

に解明されていません。 

 地衣類の最大の特徴は、

菌類と藻類から成り立って

いるという点です。菌類は

藻類に安定した住居と水分

を与え、藻類は光合成に

よって生成した栄養分を菌

類に与えて、互いに密接な

関係を保っています。どちら

が欠けても生きていけないこの状態を共生といいま

す。ちなみに、地衣類が共生生物であることを世界で

最初に発見したのは、「ピーターラビット」の作者で

あるビアトリクス・ポターともいわれています。 

地衣類は形状によって葉状（ウメノキゴケ、マツゲ

ゴケなど）、樹状（ハナゴケ、サルオガセなど）、痂

(かさぶた)状（チャシブゴケ、モジゴケなど）に分ける

ことができます。この区別のことを生育形と呼び、類

縁や系統とは無関係ですが地衣類の認識には便利なた

め、よく用いられています。また、地衣類は樹皮や岩

石など様々な物の上に付着して生育しています。これ

を着生と呼び，付着している物を着生基物といいま

す。岩の上、木の皮、屋根瓦やコンクリート上、地面

などの安定した基物の上ならどこにでも生える地衣類

も、年間の生長量が３mm以下と非常に遅いので、移動

の激しい河原の石や竹の表面、氷の上、年中水中にあ

る石などには生育できません。 

安定した着生基物があれば厳し

い環境条件下で生育できる地衣類

も、大気汚染には敏感に反応しま

す。特に大気中の二酸化硫黄濃度

が高まるにつれ、そこに生育する

地衣類の種組成が大きく変化する

ことから、蘚苔類と同様に環境指

標生物として注目されています。 

「コケ」としてひとまとめにくくられてしまうこと

の多い蘚苔類と地衣類ですが、前回と今回でその違い

をわかってもらえたら幸いです。このような予備知識

を持って植物を観察してみると、前とは違った世界が

見えてくるのではないでしょうか。２０世紀の植物学

最大の発見とされる「ナンジャモンジャゴケ」につい

ても書きたかったのですが、スペースが足りなくなっ

てしまったので、これはまたの機会に。 

初めての午後のひととき初めての午後のひととき初めての午後のひととき   
10月22日(土)は朝から霧雨が降ったり止んだりの天

気でしたが、作業が始まる午後１時半になると止んで

くれました。今回初めて午後からの作業を試みました

が、朝とは違うゆったりとした時間が流れるなか、そ

れぞれの作業に皆で楽しみながら汗を流しました。あ

らかじめ何箇所かにまとめてあった栗いがの処理、粗

朶柵用のくい打ち、土手の急斜面の草刈り、稀尐植物

の保護などが主な仕事でした。林の手入れは毎年同じ

ことの繰り返しで維持されていきます。ご褒美といえ

ばふかふかの腐葉土が沢山でき上がったことと稀尐植

物の開花、それに同じ想いで集うすばらしい仲間たち

との出会いです。作業後はおいしいお汁粉が待ってい

ました。前日から準備をして下さった峰岸立枝さんに

感謝です。皆で食べることは本当に楽しいのですが、

そのために何日も前から時間をとられ、当日も人数を

投入することには、本来の緑地管理からすると本末転

倒という声もあります。一方で午前中で仕事を終えた

ほうが午後がフリーになるという意見もあります。 

さて皆様はどのようなご意見をお持ちなのか、お聞

かせ下さい。 

11・12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。 

１１月１２日(第２土） （雨天の時は翌日に順延） 

ミニ収穫祭のご案内 

今年もミニ収穫祭の季節がやってきました。 

共同畑の朝掘り里芋で、牛肉いっぱいのイモ煮を中心

に飲み物も用意されます。 

腕をふるう事ができる方は彩りに一皿お持ちくださ

い。もちろんフリーハンドでも全くかまいません。 

午前中はいつものように緑地の手入れ（草刈りほか）

や芋堀り、渋柿もぎも予定しています。 

エンタテーメントはおなじみ草笛とオカリナ演奏。楽

しみにしてご参加ください。 

 １０：００ 第２緑地集合ー14時終了予定 

 持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

 

１２月１０(第２土)  （雨天の時は翌日に順延） 

雑木林の落ち葉掃き、植物保護、他(予定) 

 １３：３０ 第２緑地集合（時間をお間違いなく） 

 持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、 

 おやつはアリスの丘の「焼き芋」です。 

チャシブゴケ科の一種と
思われる種 

梅の古木によく見られる地衣類 
：ウメノキゴケ 


