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新しい朝を迎えました新しい朝を迎えました新しい朝を迎えました   
棚橋 五郎 

 先日８月３１日で42年5ヶ月

勤めた東芝を退職いたしまし

た。東芝は田中久重(からくり

や儀衛門 )が明治 8年（1875

年）東京、銀座８丁目に工場

兼店舗(芝浦製作所)を構え、

このときをもって創業とさ

れ、歴史は130年あまりです。 

＜私のこと＞ そんな東芝へ

1965年(昭和40年)入社いたし

ました。当時は東京芝浦電気で、後に短く東芝となり

ました、当時は造れば売れる高度成長時代で、テレビ

が白黒からカラー化されるときで(カラーテレビジョ

ンでお送りする東芝日曜劇場)電気屋さんでは朝10台

仕入れると夕方には売れきれる時代でした。冷蔵庫は

120リッターが主力、洗濯機は２漕式、エアコンは高

価な商品で扇風機で我慢等々家電品と携わり、遠くへ

転勤することなく東芝の歴史の後半約３分の１お世話

になりました。 

＜妻のこと＞ 車に乗れば５分後にはコックリ始める

人が、必要に駆られ50代で免許を取得し行動範囲が広

がり山梨までドライブ、洗面器に顔をつけられなかっ

た人がスイミングスクールへ通い、今では私より上手

い(しゃく)、ハンググライダーで空を飛び、スキュー

バ・ダイビンで海へ潜り、愉快で冒険心が強く発展的

な人です。 

＜畑のこと・共同作業のこと＞ ３０歳代から畑に興

味があり、いろいろな所で畑を借り農作業をやってい

ました、アリスの丘ファームにお世話になる前に橋本

駅近くで菜園をやっていましたが、地主さんが土地を

売却するとのことで、ションボリしているときに富塚

昭平さんに紹介いただき、アリスの丘ファームに入会

する事となりました。（ラッキー） 

当時は現役でしたから土曜、日曜しか畑に行けませ

ん。(今はサンデー毎日) きゅうりのこん棒、台風被

害で畑が田んぼ、ゴウヤのできすぎでマッキッキ、種

をまき終わったすぐ後でドバトに根こそぎ、等いろい

ろありましたが、土日がくるのが待ち遠しい日々でし

た。40㎡の畑を上手く使い、これからもいい汗をかき

産直野菜作りを満喫したいと思います。 

それと、何といっても月一回の共同作業日です。今 

まで使ったことがないチェーンソー。使っている人の

後につき、代わりましょうか～～初めての体験でし

た。ナイロン刃の草刈り機で刈った後の草のにおい、

井戸水の冷たさ、森の中で食べる食事、自然薯と麦

飯、アカジソジュース、野草のてんぷら、等々数え切

れないくらい楽しいひと時です。これからも宜しくお

願いいたします。 

＜友人のこと＞ 畑作業で多くの友人を得ました、畑

品評友人、飲友、新しい畑仲間の勧誘、作物物々交換

仲間、これからもよろしくご指導、お願いします。 

 (ひとつの言葉) 

1つの言葉で喧嘩して 1つの言葉で仲直り 1つの

言葉で励まされ 1つの言葉で泣かされた 1つの言

葉はそれぞれに １つの心を持っている 

これからも1つの言葉を大切にしたいと思います。 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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雨上がりの妖精たち雨上がりの妖精たち雨上がりの妖精たち   
五月女 悠(小６) 

７月２２日、その日は雨でした。ぼくは、中止か

な？と、思っていました。けれど、しばらくすると雨

は止んでいました。そこで、お父さんがパソコンで

メールを調べてみましたが、里山から中止という連絡

がなかったので、里山に行ってみました。すると、峰

岸さんや田村さんなど大人の人たちがきていました。

けれど子どもはぼくだけでした。 

さっそくぼくたちは、里山の探さくに行くことにし

ました。雨上がりなのでふだんの里山とは、ちょっぴ

り違っていました。草はぬれていて、森全体がまる

で、お風呂あがりのようにしっとりとしていました。

草の雨粒は真珠のように輝いて、ふだんは目立たない

木についているコケも、一斉に鮮やかな緑色になって

いました。 

まるで、幻想の世界にでも迷いこんだようでした。

歩いていると、道のわきにカニがいました。サワガニ

です。ぼくもこんな道ばたに

サワガニがいるなんて、信じ

られませんでした。サワガニ

は、記念に写真をとったあと

森にかえしました。でもあの

後、無事にサワガニのねぐら

に帰れたのか心配です。 

倉沢里山を訪れて倉沢里山を訪れて倉沢里山を訪れて   
帝京大学教授  滝沢由美子 

7月17日、授業の一部として倉沢里山を見学させてい

ただいた。帝京大学文学部史学科の専攻コースの一

つ、地理学コースには「地理学野外実習」という科目

がある。古くからある大学の地理学科では「巡検」と

いう名称で行われて来た授業で、実際に地域を観察し

て歩き、地理学的な地域の捉え方を身につけることを

目的としている。今学期は対象地域が「東京」である

ので、一回目は下町低地（地盤沈下地域）と山の手台

地、二回目は立川段丘と武蔵野台地、三回目は多摩丘

陵ということで、それぞれ日帰りの実習を行った。 

多摩丘陵と一口にいっても様々な側面をもっている

が、景観としてみた場合、帝京大学周辺のように田

畑、樹林地が徐々に都市的な土地利用に変えられてき

て、それらの土地利用が混在している地域と、大栗川

の右岸、乞田川両岸に広がる多摩ニュータウン計画に

より開発された地域とでは、大きな相違がある。それ

に伴って社会的な側面も大きく異なる。そのような観

点から、午前中は前者、午後は後者を巡検して歩くと

いう計画であった。 

運良く田村さんにご案内頂くことが出来たので、前

者の地域事例として倉沢、さらに百草の地域を歩い

た。人々と里山とのかかわりを具体的に理解できる場

を見、理解することが出来て学生たちは幸運であった 

し、私もこのように解りやすい地域を訪れることが

出来感謝している。後半は永山駅で解散するまで、

上り下りを繰り返しながら観察して歩き、人間活動

と土地、自然とのかかわりについて考え、学生たち

は得る所大であったようである。 

次に提出された学生の巡検レポートの一部を、掲載

させて頂く。 

学生たちのレポートから学生たちのレポートから学生たちのレポートから   
(Ｋ君) この倉沢は、帝京大学のある丘陵から谷をひ

とつ挟んだところにある万蔵院台と呼ばれる丘陵とそ

の北側にある谷で構成されている。帝京大学の考古学

を専攻している人たちの間では万蔵院台は縄文土器の

包蔵地として知られていて、丘陵を開墾して作られた

畑が広がっている。ここは多摩丘陵の一部かと思って

いたが倉沢里山を守る会の会報では台地であると紹介

されていたため国土地理院発行の1:25000土地条件図

（八王子）を見てみた。するとやはり日野台地と同じ

段丘の高位面の記号で示されていた。（中略） 

万蔵院台の丘頂部（段丘面）には畑が広がりその周

囲には深さ１ｍくらいの溝が掘られていた。これは斜

面に生える雑木林の下にあるササが畑に入り込まない

ようにするものだと教えていただいた。ササの根は

30cm～1m位までしか伸びないためにこの程度の溝でも

ある程度は防げるそうだ。ここには古墳の墳丘があっ

たがその部分はさけて溝が掘られていた。 

その後、僕たちは道

からはずれた場所にい

きました。雨上がりと

いうことで、ぼくは、

キノコがあるか期待し

ていました。やがて、

僕の前に真っ赤なキノ

コが、姿を現しまし

た。タマゴタケです。

タマゴタケは、今日一番のお目当てのキノコでした。

なぜかというと、山菜は採って食べるのが大好きです

が、キノコは絶対に採っても食べません。けれどタマ

ゴタケだけは別です。真っ赤ですぐに見分けが付い

て、しかもこのキノコは食べられて美味しいからで

す。今日は、合計２本のタマゴタケを見つけることが

できました。その他にも、ツルタケ類や、クロハツ・

ベニタケなど、つぎつぎにキノコが、みつかりまし

た。こんなにキノコが見つかるなんて、すごいと思い

ました。 

サワガニ・アマガエル・キノコなどさまざまな森の

妖精たちに会えて本当によかったです。この日は、子

どもは、ぼく１人だったのですが、７月のあの時間の

里山をひとり占めしたようで、よい体験ができて、か

なり得したような気がしました。 

追伸：タマゴタケはバターいためにしてもらって食

べました。案内してくださったみなさま、本当によい

時間をありがとうございました。 

タマゴタケは右から左の順に成長する 
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かつては農家の生産の場として巧みに土地利用が

なされていたが、今は緑地保全をしているので、貴

重な植物は採らずに保護したり、樹木の間伐もあま

り行わないそうである。それには賛否両論がある。

昔、農家は緑地を残そうとして雑木林や畑を作って

いたのではなく単純に生活をするための生産の場で

あったのだ。植物を保護したりする発想はなかっ

た。かつてとは観点が違うのである。  

(Ａ君) 私は一年生の時に峰岸純夫先生の講義を受

けており、大学の近くに里山があることは知ってい

たのだが、やはり実際に訪れてみると新鮮な驚きを

感じる。 

地形図で里山周辺を見てみると、里山には自然な形

の等高線が見られるのに対して、帝京のラグビー部

が使用しているグラウンド以北は開発されて、等高

線は自然な形ではなくなり、人工的な崖が確認でき

る。開発の凄さ、恐ろしさを改めて知った思いがす

る。 

倉沢里山を愛する会の田村さんのお話は、里山保

存の実情が良く分かり

地理的に非常に面白い

ものであった。都会の

里山は宅地開発の影響

による相続税などに

よって失われ、田舎の

里山は経済的価値がな

くなったため、人の手 

東京の里山に行ってみて東京の里山に行ってみて東京の里山に行ってみて   
さいたま市立美園中３年 高橋 薫 

８月２６日、私たちが里山に行く

郊外学習のきっかけになったのは、

総合的の学習時間に課題が「社会に

貢献」だったので、先生にいろいろ

な資料をもらったりインターネット

で調べてたりしたところ「倉沢里山

を愛する会」が目について、やって

みたいと思い、夏休みに行くことになりました。私た

ちの周りには、豊かな自然があるのですが、東京の倉

沢里山はどういうところかを見てみたかったのと、社

会に貢献出来たらいいなぁと思いました。 

１時半かけて行き、東京でも、自然が残っているんだ

なぁと思いました。 私たちは、植樹をやりたかった

のですが、出来なかったのは残念ですが、昔の土器や

石器を見つける、峰岸先生のミニ遺蹟教室に参加しま

した。 石器などが埋まっていると考えてたりして、

自分達が歩いているすぐ横に何千年か前の石器が残っ

ていることに驚きました。 

 古墳を見た時も、今でも形が残っていたりして、本

当か疑うくらいに昔のものが残っていることに驚きま

した。良い体験になりました。初めてそのような所に

行ったので、興味をもつことが出来ました。 

本当に良い経験が出来ました。倉沢里山を愛する会の

峰岸会長、田村さん本当にありがとうございました。 

が入らなくなって荒れたという話は、里山の実情を良

く表している。そして、これからは市民全体の手に

よって保存されるのが望ましいというお話は、そうあ

るべきだと納得したし、またそれしか方法がないのだ

ということだと感じた。 

里山に入っていき、根切り溝というものを初めて見

た。笹の畑への侵入を防ぐためのものであるそうだ

が、笹がそんなにも繁殖力の強い植物だとは知らな

かった。実際に根切り溝の奥には笹が生い茂ってい

た。また。萌芽更新によって出来た、いびつな形の木

には純粋に驚いた。大袈裟かもしれないが、人の永年

の知恵というものをあの木から私は感じることが出来

た。こういったことから里山は人の手が加わることに

よってある、という田村さんのお話を実際に確認でき

た。純粋な自然ではないのである。 

カブト虫を採るために木を傷めたり、貴重な植物を

採っていく人間がいるというお話は、モラルの低下を

如実に表し、保存の難しさを表していることだと思

う。そういった面でもそうだが、最初に田村さんが

仰った金銭面での保存の難しさもある。私が今すぐに

どうこう出来る問題ではないが、里山自体を知らな

かった人間が、里山を知れたのは長い目で見れば有意

義なことであったと思う。私の口から里山を語ること

によって、里山の存在を知る人間が増える。それは確

実に里山保存にとってプラスになる。そういった面で

も、地理学的な面でも、里山に入ったということは非

常に勉強になった。  

ア リ ス の 丘 だ よ り 
アリスの丘は斜面地の畑ですから、発足当時はファー

ム委員会を中心に、木や竹などで土留めをしました。

なるべく自然素材で、その上にリュウノヒゲやニラを

植えて、木が腐る頃にはそれらの植物が立派に育ち、

自然の土留めが出来ているという構想でした。 

当時塙さんがニュースレターに将来構想のイメージを

描いてくれたのを憶えている方も多いと思います。そ

の後新しい方も入会しましたし、このことを知らない

方もいて、折角根付いた植物を抜いてしまうこともあ

ります。区画を隅々まで使いたい気持ちは解かります

が、豪雨の時に土が流出しない強さを持っているのは

植物を植えたほうです。段差が特に大きいところは板

などを使うのも仕方がないとして、段差がそれ程では

ないところは、できるだけ植物を植えて維持しましょ

う。背の高い植物ですと、通行の妨げになり適しませ

んのでご注意下さい。ニラやリュウノヒゲの苗は豊富

にありますので、事務局にご相談下さい。 

この夏は暑かったせいもあり、区画に雑草が目立ちま

した。種が飛ぶと周囲の区画にも迷惑がかかりますの

で早めに抜いて下さい。畑の間の通路は、近くの区画

の方が雑草取りをして下さい。また通路が坂道の場合

の草取りは、根こそぎ取ってしまうと足元が滑りやす

くなり危険ですし、土も流れますので、雑草を低く抑

えておく工夫も必要です。また畑には樹木は植えられ

ないことになっています。ご協力をお願いします。 
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ひなたの裏山ひなたの裏山     
里山の記憶 里山の記憶 ((６６))    

田村はる子 

 倉沢地区の南百草バス停前

より東電学園側を望むと、

日当たりのよい小高いとこ

ろに建つ家があります。昔

から、倉沢の主だった家に

は集落内での屋号があり、

ここは「ひなた」と呼ばれ

ていました。りんご園、ブルーベリー園を経営している

石坂文雄さんのお宅です。道路から玄関までのアプロー

チが長く、昔はその両側が田んぼで、秋になると稲穂が

豊かに実っていたのを想い出します。先代の石坂実さん

は、とても花好きで、裏山斜面地につつじを植えられ、

丁寧に丸く刈り込まれたその樹々は、春になると色とり

どりの美しい花で彩られ、道行く人を楽しませてくれま

した。「ひなたのおじさん」と、私は小さい頃から呼ん

でいて、会えば笑顔で挨拶をしてくれたやさしいおじさ

んでした。 

そのひなたのおじさんが、病床に伏して、残念なことに

昨年２月に亡くなられました。私は両親の相続時、あれ

これ困難を極めたことを思い出し、後とりの文雄さんの

心中は如何ばかりかと案じてはいましたが、相続という

極めてプライベートなことですので、ただ見守ることし

かできませんでした。１年余り経ったある日、ひなたの

裏山が市に寄付されたという話を聞いたとき、深く感動

し、涙があとからあとからあふれ、文雄さんに心より感

謝の念を抱きました。 

その土地は私共の相続で寄付保全した北緑地の竹林の西

側に連続するなだらかな斜面で、万蔵院台緑地とはまた

違った植生豊かなすばらしい林です。 

日野市が倉沢地区の緑地保全の一環として話を持ちかけ

て、文雄さんがそれに応じてくれたと聞いています。同

時に日野市の姿勢についても高く評価したいと思いま

す。寄付といっても無条件で受け入れてもらえる訳では

なく、いくつかの条件をクリアし、更に地域に保全する

団体があって、初めて市も受け取ってくれるのです。そ

のことは、この会の活動の実績が、地域社会に深く認知

されていることの証明だとも思え、さまざまな困難を乗

り越え、続けてきてよかったとつくづく思いました。時

には孤独な思いで突っ走ってきた事務局として最も報わ

れた気がしたからです。 

やむを得ないこととはいえ、先祖伝来の土地を自分の代

で手放すことの淋しさ、やるせなさは第三者の想像を絶

するものでしょう。そんな中での寄付という文雄さんの

決断は、誰にでもまねできることではありません。後年

寄付者が、緑地として保全して本当によかったと心から

思えるように、大切に林の手入れをしなくてはと、心が

引き締まる思いです。そしてそれがまた他の緑地の保全

の可能性に繋がっていくのだと思います。 

実さんや文雄さん達が代々大切に維持してきた裏山に

は、キンランなどをはじめ毎年季節の花々が美しく咲い

てくれます。この場所を「倉沢ひなた緑地」と名づける

提案をしたいのと、文雄さんとも管理の仕方など相談し

ながら、これから先も、季節の花が咲き続ける緑地であ

りますように、努力をして行ければと思っています。 

７～９月の活動報告 
７／１６(日)、雨で順延になった割には多くの参加者

で、万蔵院台の北崖の草刈り、堆肥床の移設、新設、

多摩市側赤道沿いの草刈り、共同畑の草取りなどを行

いました。作業のあとは小幡昌子さんのシーフードの

カレースープがとても美味しかったです。スクナカボ

チャの煮物は井坪さんの作品で絶品。塙さん、岡庭さ

んからお漬け物、三木さん、安孫子さんから畑の産物

と、沢山の差し入れも頂きました。（約40名参加） 

７／２２(日) 子供自然感察会。雨模様のため子供は

悠君のみ、あとはずいぶん昔の子供達。でもサワガニ

を見つけたり、普段とは違う緑地を楽しめました。 

８月１８日(土) 万蔵院台の下草刈り、タラの丘住宅

側の草刈り、炭焼き広場の木陰に切株の椅子を設置。

作業の後は冷たいシソ・梅ジュースとアリスの丘のブ

ルーベリーをフローズンで。赤シソは浜田さんの畑の

産物、梅は濁川さんが山梨から大量にリュックで運ん

で下さったものです。（約30名参加） 

８月２６(日) 子供遺跡教室。万蔵院台から出た土器

や石器の破片を探しました。遠方からの参加もあり、

楽しいイベントになりました。（約15名参加） 

９月１６(日) 敬老の日の３連休の中日、延び延びに

なっていた第１緑地の北側崖地の草刈りを男性中心

に、万蔵院台の入口から道路、緑地内の作業路の清掃

を女性中心に。新しく会の管理地になった第２北側の

宅地の間とアリスの丘の通路沿いも機械刈りし、ブ

ルーベリーのネットも巻き上げました。今回も小幡さ

ん中心にすいとんを作っていただき、たっぷり美味し

く頂きました。万蔵院台の栗も味わいました。 

１０～１２月の活動予定 
１０月２０日(第３土）（雨天の時は翌日に順延） 

緑地の落枝・枯れ枝片付け、堆肥床増設、他 

１０：００ 炭焼き小屋広場集合 

作業の後は恒例のいも煮、焼きそば等ちょっと豪華に。 

昨年好評だったフリーマーケットも、出品する方募集 

持ち物 バンダナ、飲料水、お椀、箸等（小銭も) 

１１月２３日(第３金・祝）（雨天の時は翌土曜日に順延） 

緑地の下草刈り、他・・・秋～冬は午後の作業です 

１３：３０ 炭焼き小屋広場集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、等 

作業の後は、ホクホク「焼きいも」をどうぞ。 

１２月１５(第３土) （雨天の時は翌日に順延） 

林の下草刈り、他・・・午後の作業です 

１３：３０ 炭焼き小屋広場集合 

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

作業の後は久しぶりに｢お汁粉」を頂きましょう。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆峰岸会長のお嬢さんから、スチールの物置を寄贈し
て頂きました。今まで雨漏りが心配だった機械類を
保管します。移設に当たっては
急なお願いにもかかわらず多く
の会員にお手伝い頂き、環境緑
化協会の方にもご協力頂きまし
た。ありがとうございました。 


