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南北に広がる倉沢の緑地は、夏に冷気を生み、冬に

風を防いで暖かさをもたらし、素晴らしい景観を提供

してくれます。開発が進み緑の価値がさらに高くなっ

ている現在、特に倉沢のような東京近郊の住宅地周辺

にこれだけたくさんの量の緑が存在していることは大

変価値あることです。放置すれば常緑樹の森に遷移し

ていってしまうこの生物層豊かな里山を今後も維持し

ていくために、管理活動は欠かせません。緑地の存在

と一人一人の姿勢で、環境は尐しずつ変わっていくの

ではないかと思うのです。 

深呼吸したり目を瞑ったり寝転んだり、改めて倉沢

里山の機能を味わってみてはいかがでしょうか。 
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味わい、広げる緑地の機能味わい、広げる緑地の機能味わい、広げる緑地の機能           

辰五 美保  
クヌギ、コナラ、エゴノキなど、倉沢にはたくさん

の樹木があります。そのほとんどは春に芽吹き、夏に

葉を茂らせ、秋に紅葉し、冬に葉を落とす落葉樹で

す。この落葉樹は、私たちの生活の中で大変優れた機

能を発揮してくれています。 

植物は光合成により大気中のＣＯ２を吸収し人間が生

きるために欠かせないＯ２を放出してくれることはご

存知の方も多いと思いますが、その他にも樹木は私た

ちの生活に欠かせない役割を担っています。樹木は根

から水を吸い上げ、その水が葉の裏にある気孔から水

蒸気として放出するとき、多量の気化熱を奪い周囲の

温度を下げます。これが、緑地が涼しい理由です。冬

季のよく晴れた日、落葉した雑木林の中は明るく、さ

んさんと陽が降り注いでいます。葉のない冬は光を通

し、地面を暖めるのです。木立は風を防ぎ、冬の寒さ

も和らぎます。樹木を育む土壌は雤を溜め、洪水や渇

水を防ぎ、水の恵を生み出します。樹木はいわば天然

の空調装置であり、貯水庫なのです。 

緑の近くで、涼しさや暖かさを感じたことはありま

せんか？これは微気候によるものです。微気候とは、

一般に言う広範囲の気候とは別に、周辺の樹木や建物

の影響によって、温度や湿度、風の流れや熱環境など

が変化し、狭い範囲で形成される気候のことを言いま

す。緑のすぐそばに住んでいる人は、涼しい風や緑陰

など、微気候を実感することができますが、緑から離

れて住んでいる人は居住地で遠くの緑を景色として捉

えられても、緑の効果を直に感じることは難しくなっ

ています。現代、より多くの人が緑の恩恵を享受する

手はないのでしょうか。 

近年、緑地の“にじみだし現象”が注目を集め、都

心部では大規模公園の緑が生み出す冷気を街までにじ

み出させる取り組みが始まりました。この取り組みは

緑地があることだけでは成立しません。にじみ出した

冷気をどこまでつなげることができるかは、周辺住民

の意識と行動が欠かせないのです。一人一人が緑の価

値を理解し、自分の敷地で緑を植える、風の通り道を

作るなどといった工夫をすることにより、緑の効果は

より遠方に広がります。この工夫が周囲に広がるに連

れ、緑の効果もより遠くまでもたらされるのです。 
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多摩の自然に戻って多摩の自然に戻って多摩の自然に戻って   
斉藤 満里 

はじめまして､９月から活動に参加させていただい

ています。 

ここ百草(日本信販住宅)に引っ越してくるまで、自

分は土いじりにはあまり興味がないと思っていたの

ですが（一応スマートなキャリアウーマンを目ざし

ていたので）、自然に囲まれた毎日をこの地で暮ら

しているうちに 鳥のさえずりや、木々の木洩れ

日、そして四季の移り変わりに心を動かされ 自然

に庭仕事にいそしむようになりました。今は庭でバ

ラやハーブを育てています｡土と親しむことが好きに

なると同時に、自然の恵みに感謝するようになり、

またこの自然を守らなくてはという気持ちがだんだ

んに膨らんできて、この倉沢里山を愛する会に入会

させていただいたわけです｡ 

百草に引っ越してきたのは１８年前、その頃倉沢は

のどかな田園風景が広がり、カモが田んぼを泳ぎ､夏

には蛙の合唱がうるさいぐらいに聞こえて、散歩す

るだけで本当に心が和ごみました｡今も自然の風情を

残した美しい土地と思いますが、一昔前に比べると

やはり田畑が尐なくなり、やはり淋しい気がします｡ 

思い出してみれば、自分は多摩の自然の恵みを受け

て育ったのだ、という強い思いがあります｡大人にな

るまで国立に住んでいたので、近くの谷保の畑でレ

ンゲを摘んだり､また田んぼの脇を流れる小川でザリ

ガニやタニシをよく取ったものです。私の父がいっ

とき釣りに凝って､当時谷保にたくさんあったジャリ

穴に（ジャリを採取した後の穴に雤水がたまって池

のような状態になり､そこに､コイ､ヘラブナ､そして

小さな魚がいたのです）よく釣りに行き、小学生の

私もお供をして、朝早くから谷保の近辺を自転車で

走り回ったもので

す｡ 

こうした体験が心

に 残 っ て い る の

で、若い時は都会

の生活にあこがれ

たものの、時を経

てやはり多摩の自

然の中に戻ってき

たのはほんとうによかったと思います｡これからもた

くさんの子供たちに､自然の恵みの豊かさと楽しさを

体験してもらうために、皆さんと楽しく倉沢の自然

を守ってゆく活動をしてゆきたいと思っています｡ 

ちなみに家ではバラをたくさん育てていますので、

５月のバラのシーズンにはぜひ見に来てください｡  

  かさかさかさかさ
   

  雑木林に守られて雑木林に守られて  
中嶋 超子・啓子 

早いもので、姉妹で緑地の手入れに参加するように

なって４か月、３回目になりました。 

今回の１２月は落ち葉集め、その後焼き芋会とのこ

と。焼き芋。。。懐かしい。。。たき火の煙たさを味

わえるなんて久し振りのことです。 

１２月１０日午後１時１５分。楽しみにしつつ丘を

登りました。担当場所は第２緑地を希望。９月に始め

て参加した際、草刈りをしたところに積ったかさかさ

の枯葉を熊手でかき集めました。掃いても掃いても果

てしなく続く落ち葉の丘。 

毎回思う事は、ただ倉沢を眺

めている時に感じるこぢんまり

した丘が、いざその中に入って

みると、とてつもなく広い雑木

林に変身してしまうこと。始め

てまだ時間も経ってないのに、

もうへたばってしまうのが情け

ない。一緒に作業している方の

精力的な動きに、年の差は如何ともしがたく、なにせ

出来る事を精一杯やりましょう！！と自分にリキをい

れ作業を続けました。作業は力仕事も多いので、男性

の参加者の方が多いのは心強いし、楽しそうに作業を

しているのも工作好きの延長なのかなと微笑ましい。 

私達は新宿生まれ新宿育ちですが、昭和２０～３０

年代、町中でも自然は身近でした。夏には五戸水を薪

で沸かしたお湯で行水をしてました。秋、たき火もし

ましたし、暮には小さな庭で両親はご近所の方々と蒸

籠で餅米を蒸し、臼＆杵で餅つき大会をしてました。 

なんだかしきりにその頃のことを思い出され、懐か

しみつつ、とっても掃き甲斐のある落ち葉の山を、汗

をかきながら次々に作っていきました。 

新宿の町は私達が住んでいるころの面影はすっかり

なく、訪ねる人さえ見つからないくらい変貌してし

まった訳ですが、昔はよかったと懐かしんでいても何

も変わらない。今見つけた残されている自然を守り、

触れていく事の方が大切です。私達にとって倉沢の丘

は、自分が地球の一部、自然の一員なんだって事を 

味あわせてくれる場所のひとつになりました。 

今や自然を守るためにはいろいろ問題はあるようで

すが、とりあえずいいとこどりかも知れませんが、尐

しでも関わっていきたいと思います。 

それにしても作業のあと、前回の収穫物の焼き芋の

美味しかった事！そのほかじゃがいも焼き、干し柿、

キウイ、赤かぶの酢漬けがテーブルに並び、作業の疲

れを癒してくれる野食会も嬉しい。 

こんなに楽しい思いをさせてくれるなんて、自然を

守っているなんておこがましい、逆に自然に守ら

れているんだってことに感謝しつつ、疲れたけれ

どこの清清しさは癖になりそうと、足取りも軽く

丘を降りました。準備とあと片付け、お疲れ様で

した。（時間的にあと片付けが出来ないので、準

備をできるだけさせて下さいませ） 
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アリスの丘は大豊作 
１１月１２日（土）雑木林の

作業は、第１緑地と万蔵院台

緑地の草刈りで笹を中心に刈

りました。平行して、アリス

の丘の共同ファームのサトイ

モ、サツマイモ、八つ頭、渋

柿などを皆で収穫、秋深まる

自然の中での作業はなぜか心

豊かになりました。 

この日は作業の後、ミニ収穫祭ということで、お昼

は掘りたてのサトイモを使った芋煮が最高に美味し

く、皆話がおおいに盛り上がっていたようです。手

作りの持ち寄り料理や三浦さんが収穫した自然薯ト

ロロ汁がこれまた美味しくて、薪で炊いたご飯が

空っぽになりました。 

雑木林の手入れをしている仲間と美味しい料理を食

べながら、川崎さんの奏でる草笛を聴いてゆったり

と流れる時間を過ごせたことは、平和でとても幸せ

なことです。干し柿用の渋柿や余った野菜はカンパ

を頂き会員の皆様にお分けしました。 

自然薯掘り その快感自然薯掘り その快感自然薯掘り その快感   
三浦紀三雄 

前号に引き続きあまりウケない話題で申し訳ありま

せん。 

今号は自然薯と私の付き合いが中身なのですが、

掘った獲物を食するだけでいいよ、などとおっしゃら

ず苦労話も聞いて下さい。 

つい先頃まで濃い緑に身を纏っていた木々が紅葉

し、今ではすっかりその葉を落とし、枝はバーコード

になってしまいました。(私の頭のことではありませ

ん) 

話はそのバーコードになる前の濃い緑の時期から始

まります。９月に入るとどうも山の方が気になってき

ます。休日は飼い犬と共に散歩がてら近隣の藪に入り

込み、太くそして長く伸びた蔓を探し、目途を付けて

おきます。 

近頃は開発が進み、なかなか掘れる所も無くなって

きましたが、私の乱獲も影響が無くもないと反省しき

りです。 

秋真っ先に紅葉するのがこの

自然薯。ここからが楽しみの

季節到来です。 

大小のシャベル２本など７つ

道具を担ぎ、ビール、コー

ヒー、弁当を入れたザックを

背負って、いざ出陣です。我

が家のすぐ裏山ですがハイキ

ング気分になってきます。 

大きな穴をあければ取り出しやすいのですが、掘り

出す土の量が多くなり時間と労力を使ってしまいま

す。どの程度の穴を掘るかは蔓の太さと相談しながら

です。 

深さが１メートル以上になってくると呼吸も苦しく

なってきます。大物といわれる１.５メートル以上の

自然薯となると、もう頭から穴の中に入り逆立ち状態

で掘らねばなりません。一度足を引っぱってもらって

助けてもらったこともありました。 

こうして傷つけず、折らずに掘り上げた時の気分は

何ともいえず、思わず頬の、いや顔中の筋肉がゆるん

でしまいます。 

１１月の収穫祭に１本掘りましたが、資源の枯渇と

体力の衰えは如何ともしがたく、そろそろ引退の時期

が迫っているようです。 

でも今年もまた大物を収穫祭に持ち込めればと思っ

ています。もちろん倉沢周辺を猟場としてです。 

多くの動物は穴を掘りたがるようです。私もその動

物に限りなく近い生物かもし

れません。でも掘りっ放しに

はしません。いくら自然の回

復力の強い日本でも穴だらけ

はいけません。現状回復のた

め必ず埋め戻して、そこに将

来の夢を植え付けて帰りま

す。自然の恵みに感謝！ 

棚橋 亓郎 

瓢箪から駒、灰吹きから蛇がで

る事体が昨年の９月に起きまし

た。 

一昨年１０月の共同作業時に安

孫子さんがお作りになった ヘチ

マコロンを購入し奥方様と義母様

に上げた所、大変好評で、足のか

かと、腕の肘、手の甲がつるつる

になり、是非来年は作ってと云わ

れましたが、今一その気になれま

せんでした。 

それで昨年、安孫子さんにご教示頂き、ヘチマ棚を

作りヘチマの苗(３本)を植え、順調に育ちヘチマ液を

収穫するのが楽しみになりました。が、ご教示を2箇

所ミスしました。(1)「収穫した液は毎日採り涼しい

ところで保管」を怠り腐る (2)ヘチマの実を腐らす為

に大事な根のところに池を作り根からの収穫が減った 

ヘチマコロンはそのとき諦めましたが、安孫子さん

からヘチマもゴーヤも瓜科だよね～とのアドバイス。

ここで表題の通り異変が起こり、２週間で３本の茎か

ら８Ｌのゴーヤエキスが収穫されヘチマコロンのゴー

ヤバージョン製造。調合表(安孫子さん書)を参考に奥

方様と作成し、棚橋命名「ゴーヤコロン」の完成とな

りました。ホームページで調べましたが、ゴーヤコロ

ンは何処にも載っていませんでした。皆様方も来年

ゴーヤコロンに挑戦してみてください。 

お腹の中はゴーヤチャンプルーで健康を、ゴーヤコ

ロンでピッカピッカのお肌で健康を、家の女性連中大

満足です。棚橋亓郎から新製品のお知らせでした。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆１１月の活動の際ちょっとした事故がありました。
不注意で自分が怪我をする以上に、他の人を巻き込
むともっと大変です。今年の最大目標は「安全」で
す。お互いに充分気をつけたいと思います。 

☆新年度のアリスの丘ファームの参加については２月
中旬頃にご案内する予定です。 

☆本年も健康で ワン!!ダフルな１年になりますように。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第(第88回)回)  
茂木哲一(もてぎのりかず) 

冬でもあたたかい？鳥の羽について 

いよいよ寒さもピークを迎えてきたようです。ヒト

はコートにマフラーといった防寒着で寒さをしのぎま

すが、野生生物はどのように寒さをしのいでいるので

しょうか？野生生物の代表的な越冬方法に冬眠があり

ます。「毛皮」を纏っているツキノワグマですらあま

りの寒さに冬眠をするのにもかかわらず、「ダウン

ジャケット」の本家？である鳥は冬でも元気に飛び

回っていることから、鳥の羽は相当暖かいのだろうと

予想できます。今回はそんな鳥の羽にスポットを当て

てみたいと思います。 

鳥と他の野生生物を区別する最も大きな特徴はなん

といっても翼でしょう。羽を使って空を自由に飛ぶの

には非常に大きなエネルギーを使うため、体温は常に

高くしておく必要があります。鳥の体が保温性に優れ

ている羽毛で覆われているのにはこのような理由があ

るのです。 

さて、そんな大切な羽を鳥は一

生使い続けるのでしょうか？もち

ろんそんなはずはなく、定期的に

交換やメンテナンスをしていま

す。ちなみに羽を交換することを

換羽（かんう）と言います。鳥類

の繁殖期は一般的に６月前後で、

基本的には繁殖期が終わった後、

渡り（渡りについてはまたの機会

に。最近それが多くて申し訳ない

です）の前に尐しずつ換羽しま

す。中にはカモの仲間のように一

気に換える種もいます。 

繁殖期後に換羽する理由は、

「繁殖期前に換羽すると飛翔能力

が落ちて餌をうまくとることがで

きず雛を育てられない」からだと

考えられています。ただし、例外

として一年を通じて換羽しない鳥もいます。それはそ

の年生まれの鳥（第１回幼鳥といいます）です。ただ

し、これにも例外があり、スズメやメジロなどは第1

回でも換羽すると言われています。当然ですが、まだ

飛ぶことに慣れてない幼鳥が一年にわたって羽を使い

続けると擦り切れてボロボロになりますし、どこかに

ぶつかって羽を落としてしまうこともあります。そう

なると緊急的に新しい羽が生えてくるので尾羽が不揃

いになったりするのです。 

野外で羽を拾ったら、拾った羽を目

の高さから落としてみてください。

クルクル回って落下したら飛翔に関

係する羽（風切羽）で、まっすぐ落

ちたら飛翔に関係のない羽（尾羽）

です。羽から鳥を識別するのは難し

いのですが、このような犯人探しも

なかなか面白いものです。 

1 21 21 2 月 の 活 動 報 告月 の 活 動 報 告月 の 活 動 報 告   
１２月１０日(土）は

午後からの作業で幸い

暖かい日でしたので落

ち葉掃きがはかどりま

した。林の中は落ち葉

が降り積もって、掃い

ても掃いてもまだあっ

て体力の限界まで動い

た方が多かったことと思います。途中風が吹くと木々

の間を木の葉がさーっと舞って、美しい光景に見と

れ、葉が舞い散る音に心を惹かれ、思わず手を止める

場面もありました。 

仲間と楽しく作業し終わると、心地よい疲れでとて

もさわやかな気分でした。 

今年は渋柿が沢山なってくれて、小さめでしたが数

えられないほどでした。皆さんにお分けした後まだた

くさん残っていましたので、事務局で皮を剥き干柿を

作りました。この日のイベントではその干柿と共同

ファームのサツマイモ、ジャガイモを焼いて食べまし

た。甘くてとても美味しかったです。田中さん手作り

の赤カブの甘酢漬けがきれいな色でおいしく仕上がっ

ていました。 

共同ファームのキウィフルーツは小幡さん指導のも

とすばらしい果実が６００個もなりました。小幡さん

がこの日に合わせて一部追熟をし、食べる分とお分け

する分の準備をやって下さいました。甘みと酸味のバ

ランスが良く、用意していた５００ｇ入りの小袋は大

人気で、あっという間になくなりました。 

１・２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。 

１月２１日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

萌芽更新の後処理、梅の剪定、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、 

     剪定希望の方は使い慣れた鋏や鋸があれば 

     お持ち下さい。選定鋏の研ぎ方実習も 

     作業の後は熱 「々甘酒」で暖まりましょう。 

２月１８(第３土)  （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の落ち葉掃き、キウィ棚の増設他(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、ティーカップ 

 おやつは「干柿入りブランデーケーキ」と紅茶です。 

※３月は１８(第３土) に予定しています。 

ツグミの尾羽 

(上:成鳥、下:幼鳥） 

オオタカの風切羽 


