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さて、珍しい蝶に出会えるのも楽しいものですが、

これも地球温暖化の身近な例のひとつでしょうか。こ

んなに急激に温暖化していいのだろうか。生物は環境

に敏感だから、ほんの尐しの変化にも目に見える形で

教えてくれているといえるでしょう。優雅に飛ぶツマ

グロヒョウモンを思いながら、地球温暖化抑止のため

には何ができるのか、小さなことでもできることから

実行しなければ、と思うこの頃です。  

 築地 宏昭 

 写真の蝶を見かけたこと

はありませんか。大きさ

（前羽を広げた長さ）が７

センチくらいの中型の蝶で

す。最近よく庭先や住宅地

の土手などでみかけます。

自宅の庭で初めて見たのは

３年くらい前でした。名前

はツマグロヒョウモン。これはメスです。オスは下の

写真のように羽の先も同じヒョウの模様です。漢字で

書くと「褄黒豹紋」。蝶の名前は大体分かりやすく

て、ツマが黒くてヒョウの模様だから、合わせて「ツ

マグロヒョウモン」。この方式でいけばメスグロヒョ

ウモン、キベリタテハ、ウラギンシジミなどすぐ想像

がつきます。 

さて、このツマグロヒョウモン、暖かい所の蝶で

す。手元の１９８２年の「日野の昆虫ガイドブック」

には載っていません。１９９１年の「東京都の蝶」に

は「ヒョウモンチョウの仲間では珍しく暖地性で、東

京都では伊豆諸島のみに生息している。稀に都区内や

多摩地区で採集されることもあるが、遠くから飛来し

てきた個体であろう。」と説明されています。多摩地

方では尐し前までは珍しい蝶だったのです。余談です

が遠い昔、静岡郊外の山の山頂でこの蝶を採集できた

時の興奮をなつかしく思い出します。 

この蝶が最近目立つのはどうしてだろうか。蝶が生

息域を広げることができるためには、そこに移動でき

て、幼虫が食べる草があって、繁殖できることが必要

です。ツマグロヒョウモンは暖地性の蝶だから、この

地域も彼らの生息にあった暖かい気候になってきたの

でしょう。幼虫の食草はスミレ類です。今朝は妻が庭

の鉢の枯れかかったスミレの葉の裏に幼虫を見つけま

した。幼虫で越冬するようです。

ちなみに幼虫は背中に一本のオレ

ンジ色のラインがあって、トゲの

根元が紅で先が黒の派手なトゲト

ゲ虫です。知らなければ驚いてひ

ねりつぶしてしまいそうです。 

ツマグロヒョウモンと温暖化ツマグロヒョウモンと温暖化ツマグロヒョウモンと温暖化   
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倉沢の里山を訪ねて倉沢の里山を訪ねて倉沢の里山を訪ねて   
現代都市政策研究会 鈴木 秀章 

 １０月２１日、八王子ランドマーク研究会の石田さ

んに案内していただき、初めてアリスの丘にいきまし

た。百草園の駅から行ったのですが５分ほど歩くと立

派なお地蔵様があって、歴史のある土地だなとまず感

心しました。アリスの丘の入り口あたりにはトリカブ

トの花が咲き、我々現代都市

政策研究会を歓迎してくれて

いるのかなと嬉しくなりまし

た。日野市にも、こんなに素

晴らしいところがまだまだあ

るんだよと言っているようで

す。 

現地の緑の中でお話を伺ったのですが、田村さんを

中心に日野市の方々も知恵を出して残された里山は、

やはり使ってこそ価値があるのだなと実感しました。

倉沢里山を愛する会が市とパートナーシップ協定を結

んで、地域の財産としてこの里山を「使う」ことで、

守り育てるのだという気持ちが、現地に立ってみてよ

く分かりました。 

私も自然や環境を遠くに飾っておくだけでなく、使

う中できちんと保全する意味を考えなくては思いまし

た。そこで、地域学会である多摩学会研究集会シンポ

ジウム「蘇れ！多摩の里山～里山を活かした地域づく

りを考える～」（12月8日）では、石田さんにコー

ディネートしてもらい実際に里山で活動されている

方々と日野市の緑と清流課長さんを呼んで、いろいろ

な知恵を話していただきました。当日は成蹊大学でお

こなったのですが、学生さんも関心を持ったようでし

た。これとは別に、アリスの丘のこと（活動や里山保

全、使用の知恵）を松本市や宇都宮市にいる友人にも

伝えました。また、私は中央大学で非常勤講師をやっ

ておりますが、学生が里山に関心を持っているのな

ら、アリスの丘に行ってみなさいと言おうと思ってい

ます。そういう学生がいれば受け入れて頂ければあり

がたいです。 

当日は最後に、峰岸先生の案内で立派な庚申塚を見

ることができました。後ろには宝永７年と彫ってあり

ました。ということは、1710年(?)に建てられたので

す。この庚申塚は三百年間ここから倉沢の人たちの暮

らしを見てきたのです

ね。里山を活かす知恵を

見届けようとしているよ

うに、文字もくっきりと

していたのが印象的でし

た。 

今回は、貴重な体験をさ

せて頂き感謝いたしま

す。これからも、倉沢の里

山が楽しく活用されますように。  （東京都職員） 

※「現代都市政策研究会」は、自治体職員、研究者、

市民がつくっている自主研究グループです。詳細は

こちらをご覧下さい。 

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3999/ 

アリスの丘の いちご作り 
古荘 暉 

畑を借りたとき、雑草と笹竹がひどく、それを抜く

のに苦労しました。無農薬と有機栽培にこだわりがあ

りましたから、まず土作りに入りました。特に、谷側

の畑は、土が焼けていたのでその改良に時間がかかり

ました。最初の年、谷側に植えた野菜に失敗したの

で、花を植えてじっくり土作りを試みました。その

後、徐々にですが、野菜も育つようになりました。 

夏野菜は、おおむね順調に育ちましたが、冬野菜は

なかなかうまくいきませんでした。そんな中で、いち

ごの苗２株を植えたら順調に育って一気に増えまし

た。それで、本格的に栽培することにしました。 

いちごは、２年続きで豊作でした。適度の酸味もあ

り美味でした。 

いちごは栽培地をかなり使うので、その点がやっか

いですが、かなり広いところを使わせて頂いています

ので、割と気軽に栽培することができます。冬場の寒

害と夏場の乾燥に気をつける程度で、肥料も殆どいり

ません（子株を植えつける前に、尐量の堆肥と草木灰

を施すくらいで済みます）。また、土が活きていると

病気にもならず無農薬で済みます。冬場に、稲ワラを

かぶせて（落ち葉でもよい）、寒害と乾燥を防ぎま

す。稲ワラはやがて朽ちて次の肥料になります。冬場

に芽吹いた雑草はそのままにしておきます。これも、

土からの水分の蒸発を防ぐためです。 

５月の連休明けから約1ヶ月間がいちごの収穫期で

す。大きさ、形はバラバ

ラですが、そんなことは

気にしません。太陽の恵

みを一杯に受けて育った

いちごに“ありがとう”

です。虫や鳥も食べ頃を

わきまえていて先回りさ

れますが、１割ぐらいは

“どうぞ”です。 

夏場の暑さ、乾燥にも気をつけます。大きくなった

シソをそのままにしておくのもそのためです。畝の間

にトウガラシなどを植えるとよいと友人から聞きまし

たので、今度はそれをやってみようと思います。 

秋になって、子株を移植し次のシーズンに備えま

す。土がしっかりしているので、自然になるに任せて

のんびりと栽培できて気は楽です。 

後姿が古荘さん(12/15活動日) 

「幻の真慈悲寺を追う」展に 

倉沢のタヌキが出張 
９月下旬から１２月中旬まで日野市の郷土資料館主催

の特別展が開かれました。各方面から貴重な資料や遺

物等が展示され、歴史のロマンを感じさせる非常に興

味深い展示会でしたが、本会の峰岸

会長が調査プロジェクトのリーダー

として全体を指導されたのに加え、

倉沢のタヌキ(剥製)も展示され、本

会の活動も紹介して頂きました。 
倉沢紹介のコーナー 

(タヌキはケースの中) 

庚申塚を見学する参加者 

第２緑地のヤマトリカブト 

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3999/
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草刈り作業と植物保護草刈り作業と植物保護草刈り作業と植物保護   
峰岸 立枝 

１１月の草刈り作業が終わり、各々分担箇所の作

業結果報告を聞いて、「うっかりした、始める前に

言っておけばよかった」と、反省したことがありま

す。それは「テープのついたトリカブト１本を刈払

い機で刈り残すことに、細心の心遣いをして作業し

た」という報告でし

た。 

私たち第２緑地分担グ

ループは「トリカブト

の色がきれいだったわ

ねー」「でももう刈っ

てしまいましょう」と

ヤマホトトギス・ヤマ 

ハギ・ヒヨドリバナ・アザミ、ヤマユリ等とばっさ

ばっさと刈ってしまいました。 

その後シロバナカザグルマの自生区域に作業を移

し、落ちているエノキの赤い実のドライフルーツの

味を確かめながら作業をしました。 

2004年の春、植物調査・保全チームを発足させた

当初は、とにかく里山の植物を全部調べ上げようと

焦りました。同定した植物は４５０種ほどで、あれ

から４年目に入り、今ではチームも解散し、入力し

たリストの修正・補足をしたりどのようにまとめて

印刷物としてお渡しすべきか考えているところでも

あります。調査をやった結果、野草はやはり強い、

尐々踏まれても、場所さえあれば刈られても絶滅す

ることはない。手入れをすることで個体数が増えた

り新しくリストに加わったりする植物があったとい

う当たり前のことが実証されました。 

何といっても最大の植

物の絶滅や減尐は土地

開発・改変です。これ

はなかなか止めること

はできませんが、開

発・改変から免れた土

地に人がかかわり、植 

物を保護しながら管理

していれば、稀尐種やきれいな花が咲く山野草を採

りたい業者や愛好者からもほとんど護れると言える

でしょう。 

植物を保護しながら管理するのは、草刈などの作

業には面倒な面もあります。そこでなるべく保護し

たい植物はロープや紐で囲い、そこは手刈りにす

る。囲いの外は一定の期間、テープをつけたりし

て、その植物が成長し、花を楽しんでみられるよう

に留意して頂くように願ってきました。今回、作業

前に刈ってもよい時期になりましたのでテープが

あっても刈ってくださいとみなさんに伝えるべきで

した。（山椒の苗木等一部例外はありますが。） 

ロープを張ったり、間伐材や枯れ枝を並べたり積

んだりして、緑地内に入らないように注意を喚起す

ることには異見もあると思いますが、外部のどなた 

でも勝手にお入りください、草刈りと落ち葉掃きだ

けやっています、では、ただ緑地に入って自分のや

りたいことをやってみたいことはわかるのですが、

器は小さすぎ、人口は多すぎます。緑地内の動植物

にとっては、整備作業だけでも環境負荷があるわけ

ですから、その上に自分が欲しい花や山菜を自由に

採りに入ってよいとしたら、キンランなどたちまち

なくなってしまうでしょう。コジュケイなどの鳥が

歩けなくなり、その他多くの動植物はさらに危険に

さらされることになるでしょう。現実に先日バイク

が乗り入れられたし、犬の糞も放置されていました。 

調べ上げた植物の特性もわかってきましたので、植

物保護と同時に作業もやり易いように植物保護担当

として考えながらやっていますが、会員の皆さんの

お知恵もお寄せください。 

シロバナカザグルマ希尐種返上？ 

関心のある方は、かの有名な希尐植物が崖地と田ん

ぼの斜面に咲くのを見たこともあったでしょうし、

行政も手厚く保護していると知

れる植物でもあります。 

私たちが緑地の管理するよう

になった崖地の自生地の延長部

分をみると、緑地の内部にも個

体数が驚くほど多いことがわか

りましたが、開花は見ることは

できない状態でした。それは一定の自生地以外はほ

かの草とともに刈られてきたからです。私たちボラ

ンティアの管理になり人手が足りるようになったの

で、刈らずに残すことにしました。 

まず最初は、根や茎で地面の取り合いをしている植

物のアケビ退治から始めました。掘り出し、引き抜

いたアケビの根や蔓が山になった作業日のあったこ

とを覚えておられる方もあるでしょう。そうやっ

て、カザグルマが根と蔓を伸ばせるように手を貸し

てあげたのです。緑地の平場にどんどん増え、2006

年度から花も咲かせるようになりました。移植した

わけでもないのに、ずいぶんあちこちに２～３株ず

つ生えているのがわかり、増え続けていることに喜

びながらも「保護は大変」と呟きが出るほどです。 

あのひょろひょろした、枯れているようにも見える

土色の蔓でほかの植物の上を這い、横に蔓を伸ばし

て殖えようとし、手刈りで最も厄介な植物です。だ

から「あ、切ってしまった」と気づいたり、切った

ことにも気づかないくらいです。それでも、また翌

年には茎の途中や根元から成長し、時期になれば成

長し続けています。草刈りなどの手入れに失敗した

ことに傷つくことはないと思える植物です。そし

て、もう尐し日照があれば、着花の数も花の大きさ

も違ってくるし、種子ができればそれでも増える

し、倉沢では希尐種と

言えなくなるかもしれ

ない。シロバナカザグ

ルマの名勝地？になる

かもしれないですよ

ね。 
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ナタ割りカボチャ育てませんか 
高木 直樹 

１.種類・名前： 西洋カボチャと思いますが名前が

わかりません。ただ、形、味覚から「みやこ」「栗

カボチャ」の亜流と思われます。 

２．特徴： なにしろ硬く、普通の包丁ではなかなか

切れず、ナタ割りかぼちゃ等の別名があります。カ

ボチャを冬至に食べる習慣がありますが、我々が収

穫するエビスカボチャ等は冬至まで保存できません

が、このカボチャは、春まで保存できます。今年の

種も３月に食べた時の種です。水分が尐なく、ホク

ホクして甘味もなかなかのものです。収穫はほかの

カボチャと比べ半月～１ケ月ほど遅いようです。 

３．育て方： ①種は４月１０日頃からポットに２つ

ぶほど蒔き苗を育てます。 ②本葉５～６枚で１本

立ちにし定植します。 ③苗を定植する１週間まえ

に苗の真下に堆肥、牛糞、鶏糞、米ヌカ等を多めに

いれます。その他過燐酸石灰、化成も尐々入れたら

いいと思います。 ④定植するところはやや高くお

まんじゅうのようにしてビニールを敷いて保温しま

す。 ⑤定植したら１ケ月ほどネットをかけ、ウリ

ハムシの害を防ぎます。 ⑥通常カボチャ、スイカ

は子づるに着果させるので親づる５～６節で摘心し

子づるを３～４のばしますが摘心しなくても大丈夫

みたいです。（摘心するなら早くしないと親づる、

子づるの区別がつきにくくなります。） 

以上、私が今までやってきた一例に過ぎませんの

で、みなさんが今までやられた方法で十分収穫できる

と思います。種はまだありますので、希望者は高木ま

で連絡ください。 （事務局でも預かっています。） 

１０～１２月の活動報告 
１０／２０(土) 万蔵院台、タラの丘他の落ち枝片付

け、下草刈り、多摩市側赤道沿いの草刈り、などを行

いました。作業のあとは恒例のいも煮会、焼きソバ、

アリスの丘のキウィ（レインボーレッド）など。昨年

に続いてフリーマーケットもやりました。畑の産物

や、沢山の差し入れも頂きました。（約50名参加） 

１１月２３日(金) ３連休の初日、第２緑地、タラの

丘、万蔵院台の落ち枝片付けと下草刈り、落ち葉の季

節に向けて堆肥床を２箇所に新設。作業の後は熱々の

焼きいも、吉田さん差し入れの本場信州りんご、第２

緑地の椎茸、他。（約60名参加） 

１２月１５(土) 今シーズン最初の落ち葉掃き。紅葉

が遅かったわりに落葉は早く、全部はとてもやり切れ

ませんでした。もう一度やる予定です。子供達は堆肥

床で落ち葉のトランポリンをやりました。作業の後は

熱々お汁粉とアリスの丘のキウィ、第２緑地の焼き椎

茸、湯郷さんお取り寄せの美味しいみかん、下村さん

からは銀杏、安藤さんのハヤトウリとヤーコンのお漬

物もご馳走になりました。（約40名参加） 

番外編① １１／２７(火)、アリスの丘のキウィを収

穫しました。今年は３６８個。数が尐なめだった分サ

イズは大きめ、追熟して１２月の活動日に皆で試食す

る分を残して会員にお分けしカンパして頂きました。

味も良く、大好評でした。（６名参加） 

番外編② １２／１２(水)、樹木医である三井さんに

解説・教授頂きながら、第２緑地の樹木の手入れをし

ました。以前からの懸案でもあり、お陰で大変サッパ

リしました。参加者も充実感を味わえました。今後他

のゾーンも順次手入れをしていきます。(９名参加) 

(1/12、2/16、3/8、の各土曜日を予定しています。) 

１～３月の活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、食器等 

１月１９日(第３土）（雨天の時は翌日に順延） 

第２緑地の萌芽更新・後片付け、薪割り、他 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

作業の後は八海山の熱々甘酒です。 

※１／１６（水）９：００頃から、環境緑化協会を中

心に、事前に大きな木の伐採作業をします。ご協力頂

ける方はぜひ参加お願いします。今回は第２緑地集合 

２月１０日(第２日）（雨天の時は翌祝日に順延） 

北緑地・竹林の整備、他 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

作業の後は粕汁で暖まりましょう。 

３月１５(第３土) （雨天の時は翌日に順延） 

林の落ち葉掃き、他 

１３：３０ 炭焼小屋広場、作業の後はシチュー。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆あけましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い致します。皆様のご健勝をお祈り致します。 

☆昨年に続き、斎藤満理さんのお骨折りでアメリカン
エキスプレスの助成金を頂きました($250)。有意義
に使わせて頂きます。ありがとうございました。 

☆アリスの丘について、４月からの新年度に向けて異
動を考えておられる方は、早めにお知らせ下さい。 

私の 干し柿作りのコツ 
松本 宏 

私が「ころ柿」を作り始めたきっかけは、５～６年

前に山梨でのテニス合宿の帰りに道ばたで果物を売っ

ていたので、みんなでお土産を買おうと立ち寄った際

に大きな柿を見つけて買ったのが始まりで、最初はそ

の柿（富士の渋）のヘタを焼酎に漬けて熟すまで待っ

て食べていましたが、２年目からは（熟しも尐々作り

ますが）主に干し柿にして食べています。人それぞれ

で家内は熟した方が好きなようで、私は干し柿の方が

好きです。大きい柿なので食べごたえがあります。 

干し柿を作り始めた頃は、カビが着いて失敗ばかり

でしたが山梨に百匁柿を買いに行った先で聞いたら、

プロは防腐や虫除けと色つやをだすために硫黄を加熱

し亜硫酸ガスで燻蒸するそうです。 

素人にはそんなことが出来ないので、熱湯に10秒間

浸けそのまま干せばいいのだと教えられました。それ

を実行してその後一度も失敗はありません。大きい柿

は２個ずつ吊し、ある程度水分が飛んであめ色になっ

てきたら１個づつ揉んで芯をほぐし、今度は「平干

し」をして「ころ柿」の完成です。でも、私はそこま

でしていません。ある程度乾燥したら食べています。

里山の会員の皆様、次の秋には是非美味しい干し柿作

りに挑戦してみてください。 


