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里山の活動に参加して里山の活動に参加して里山の活動に参加して   
中村 玉絵 

ガタゴトガタゴト・・・母が運転す

るボロボロの車でガタガタ道（里山

を抜ける砂利道を小さい頃、私はそ

う呼んでいました）を通る時の感覚

を今でも思い出します。そのガタガ

タ道もいつの頃かきれいに舗装さ

れ、真っ暗だった夜道を家の明かり

が照らすようになりました。縁あって、私たち家族が

その家々の一つに住み始めて１年半がたちます。 

風邪をひくとすぐにゼイゼイと苦しそうな息づかい

になる息子のために、日当たりと風通しの良い環境を

求めて見つけた我が家は、こぢんまりとしてはいるも

のの、どこの窓からも緑が見え、里山からの心地よい

風と光が入ってきます。隣の空き地も気に入りまし

た。春のタンポポは見事なもので、まっ黄いろのタン

ポポの中で遊ぶ子供の姿はとてもとてもかわいく、幸

せな気持ちになります。しかしタンポポが終わり、も

のすごい勢いで立ち上がってくる草達をどうすればよ

いのだろう？と考えていたある日、きれいに草刈がさ

れていました。いったい誰が刈ってくれたのだろう？

市の人かしら？と思っていたところ、里山の方々が活

動の中で刈っていたことを知りました。 

５月に次男を出産し、少しの間なら家を空けること

ができるようになった８月９日。里山の会員である母

に「私が赤ちゃんみててあげるから、里山の活動に参

加してみたら？気持ちがいいわよ～」と勧められ、初

めて参加しました。植物の知識は全くなく、道具を

使ったこともありません。まずはこれから・・と枝集

めのお手伝いを始めました。途中から３歳の長男が加

わると蝉の抜け殻探し・・・（役にたたずごめんない

さい）。作業終了前からお昼のテーブルに駆け寄り、

ランチタイムが始まると、｢おいしいおいしい！もっ

ともっと！！｣と、梅ジュースを飲みまくり、ブルー

ベリーを食べまくる息子に冷や汗をかきつつも、里山

の中で過ごした数時間は爽快でした。遠くに行楽に行

かなくても、家のすぐ裏でこんなにすがすがしく過ご

せることを幸せに感じ、そして、この素晴らしい環境

が、里山の会員の手で守られていることを知ることが

できた貴重な一日でした。(筆者は杉山さんの娘さんです) 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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カズウェル 聡子 

７月２７日（日）９時半。「あ！カブトムシがい

たっ！オスだ、オス！」のそのそ腐葉土の中を動くカ

ブトムシをつかみ、素早く虫かごにいれる長男レイン

(６歳)の顔は興奮して赤くなっていました。 

その日も朝から猛暑で集合場所にたどり着くまで汗

だくになりましたが、倉沢の集合場所は緑に包まれて

薄暗く、ひんやりとするほどでした。蚊対策で全身長

袖長ズボンの長男のお目当てはもちろんカブトムシ。

虫取りは大好きなのですが、カブトムシを自分で見つ

けたことは一度もなく、夏休み前から口を開けばカブ

トムシを取りにいきたいとせがまれていて、私も困っ

ていたところでした。 

 自然感

察会はま

るで野外授業のよ

うでした。丸太の

上にちょこんと腰

掛けた小学生たち

数名に代表の方

が、今日は何をし

たいか聞くと、ま

だ幼稚園年長の長

男も勇気をだして「カブトムシを捕りたいです。」と

発言。早速聞きいれてもらい腐葉土の大きな囲いの中

へ案内してもらいました。その他にも、木に登る子た

ち（何と梯子つき）や、木に名前をつけていく子た

ち、、、様々な形で自然にふれあっていました。 

一旦腐葉土の中にカブトムシが見つかるとわかる

と、木に登っていた子達もみんな我さきに下りてき

て、自分も捕まえようと腐葉土の囲いの中をかき混ぜ

ていました。ここにはもういないと判断すると今度は

数１０メートル先の別の腐葉土の囲いに移動し、それ

ぞれ手をいれて探しています。結局長男はオスとメス

を対で獲得することになって（おまけにマット用の腐

葉土まで頂いて）

満面の笑顔で帰宅

しました。すばら

しい体験をさせて

いただきありがと

うございました。 

 
（筆者は唐木澤さん

の娘さん、右の絵を

描いてくれたレイン

君はお孫さんです。) 

新入生です よろしく!! 
櫻井 正之 

この４月から本会

に入れていただき

ました。 

住まいの近くにあ

る倉沢緑地や百草

園の周辺などの植

物を見て歩くのが

好きです。特に雑

木林の春から初夏

にかけては、様々な

花が咲きわくわくします。キブシの薄黄色の花、そし

て足元のキンラン、ギンラン、数種類のスミレや他で

はあまり見られないワニグチソウ、頭上にはウワミズ

ザクラの白いブラシ状の花が、そしてヤマユリの大き

な花も。 

百草に居を構えて３０年を過ぎ、歩いて回る地域の

環境も少しずつ変わってきました。あちこちの林や畑

がマンションになり、下草刈りなどの手入れが行き届

かなくなった雑木林は、アズマネザサに覆われて姿が

見られなくなった植物もあります。人の生活に長年に

わたって深く係わり合いを持ち、植物数の豊富な里山

とも呼ばれる所が放置されたままなのを寂しいと思っ

ていました。緑の環境保全維持に大切な役割を果たし

てきた農家の方々が、かなり以前から農業だけでは生

活できなくなってしまい、人手が行き渡らないことが

里山の荒れてきた大きな要因の一つと云われていま

す。 

百草の周辺は比較的に緑が保たれている地域です。

このような里山で保全作業をされている「倉沢里山を

愛する会」の活動は、日ごろ植物観察をする場所でも

あり関心を持っておりました。里山の保全について何

かお手伝いができないか、更には植物を手近で観察で

きないかと。それも仕事で時間が取れず苦い思いをし

ていました。 

何はともあれ里山に関する勉強をしようと、昨年1年

間「水と緑の日野・市民ネットワーク」等が主催する

「雑木林ボランティア講座」を受講しました。６月の

市内各地の里山見学時にはこの倉沢にも伺いました。

その日は活動日で皆様が一所懸命に作業をしておられ

ました。講座もこの３月に卒業しました。上辺だけの

知識と幼い技で足手まといになりそうですが、里山保

全の働き手の端に加わり、作業を通して先輩会員の皆

様から数々の示唆をいただきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

全 労 済 か ら 助 成 金 を 頂 き ま し た 
全労済の「2008年地域貢献助成事業」に応募していましたが、本会への助成が決定

し、去る７月３１日の通常総代会で、代表表彰の上、助成金(30万円)を頂くことができ

ました。近隣住民への迷惑を減らすための電動刈り払い機と、作業の安全確保のため

腐ってきている木杭を再生プラスティック杭に更新する費用の一部に使わせていただき

ます。環境分野では全国で３００件以上の応募があり競争率は約７倍でした。 
目録を受ける峰岸会長と幹事の五十子さん   

こども自然感察会での櫻井さん 

第３回 第３回 第３回 こども自然こども自然こども自然感感感


察会察会察会   
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遊学塾で倉沢里山を訪問遊学塾で倉沢里山を訪問遊学塾で倉沢里山を訪問   
多摩さくら百年物語フォーラム 事務局長 小栁 新平 

多摩地域への貢献活動を目的に、読売新聞社立川支

局が核となってスタートした「多摩さくら百年物語

フォーラム」は５年目を迎えた。 

フォーラムのシンボルは多摩川、シンボル事業はさ

くらの植樹だが、毎月一般から募集して行う活動のひ

とつ「多摩さくら遊学塾」も３２回目になり、７月１

９日（土）日野市の「倉沢里山を愛する会」の協力を

得て「里山で草刈り体験」を開催した。 

百草園駅に集まった参加者とスタッフ２５人は、峰

岸会長夫妻の案内で七生丘陵の散策コースを歩いた

後、百草八幡神社に立ち寄り阿弥陀堂の歴史やスダジ

イの巨木の話に耳を傾けた。百草観音堂を経て幻の真

慈悲寺に係る発掘調査資料館を見学し、いよいよ里山

地域に入った。 

アリスの丘ファームで野菜類が実っているのを見な

がら、峰岸会長が「畑だけ利用したい人はお断り、こ

の里山全体の維持に協力して貰うことが条件」と語

り、会の精神を如実に示すものとして納得できた。 

保存状態が良く、人の幸せを祈るという庚申塔の由

来を聞きながら、クヌギやクリなどからなる雑木林に

着いた。腐葉土を利用した堆肥の囲い、落ち枝やロー

プで区画された作業通路など会員の日頃の熱心な作業

がうかがえた。 

炭焼き小屋前の広場

で、田村事務局長夫人

から作業の内容や注意

点について説明があ

り、赤いテープがつい

た希少種の草花を避け

ながら、用意された鎌

を手に下草刈りの作業にとりかかった。そして、刈り

取った草や落ち枝をまとめて運ぶさまは非日常の体験

を楽しんでいるようにさえ見えた。１７歳の高校生や

羽村郷土資料館の学芸員の人たちは、「里山への興味

と管理する手法の勉強に参加した」と語っていた。 

作業を終えて、汗を拭きながら頂いた婦人会員の人

達が用意してくれた冷えた梅やシソのジュース、ブ

ルーベリージャム、ブルーベリーとブラックベリー、

トマト、糠漬け、そして具沢山のトマトベースのミネ

ストローネ、どれも美味しかった。笑顔のおもてなし

に感激！ 

歴史ある日野市百草の倉沢地区で、先人達が残して

くれた貴重な里山的景観と緑地を会員の努力で維持・

管理し未来の子供達に残そうという「倉沢里山を愛す

る会」の精神と会のスローガンにある「仕事半分、遊

び半分」「楽しいから、気持ちいいから参加」「無理

せず、マイペースでのんびりと」をモットーにした会

員の地道な活動に敬意を表したい。 

暑さで身体は疲れ気味だったが、参加者の満ち足り

た顔を目の当たりにして、企画した者として爽やかな

気分に浸りながら、バスで帰路についた。 

・・・会の皆さんありがとうございました・・・・ 

環境保全と地域交流 
頴明館中学３年 下村 紗介 

 ８月９日、学校の夏休

みの課題でこの倉沢里

山の活動に参加させて

いただきました。この

活動に参加して､人間と

自然の関係についての

理解を深める事が出来

ました。炎天下の中、

枯れ木を切って､落ち葉を集めて､草刈をする人たち。

自分の日常とはかけ離れた光景でした。私はとにかく

虫が気になりました。普段は見ない様々な虫､そして

日ごろいやがる蚊などの害虫の数｡しかし、他の人は

そのような事を一切気にかけておりませんでした。参

加者の中には高齢者の方々が多かったが、近代化が進

むとともに自分を含む現代の多くの人々がいかに自然

との関わりが少ない生活をしているか感じました。こ

こで汗を流して働く人々は本当に自然と一体化してい

るように思えました。 

何故ゆっくり過ごせる休日をこのように費やすのか｡

私は初めそのように思いました｡別にお金をもらえる

わけでもないし､すぐ実感できるような利益はないは

ず。目的があるとすれば自然が好きだからボランティ

アでやるぐらいのものかと思っていました｡しかし私

は間違っていました｡彼らは環境保全はもちろんのこ

と、地域交流を深めるという大きな目的がありまし

た。環境保全を通して地域交流を深めるには、地域に

環境について考えている人がある程度必要だと考えま

した｡私は倉沢里山を愛する会には百家族を越える

人々が会員で参加していると聞いて､このような活動

を通して地域交流を深められる事ができるのは実にす

ばらしいことだと思いました。それだけ自然について

真剣に考えている人々が多くいると分かりました｡ 

今世の中で地球温暖化､砂漠化など地球規模の大きな

環境問題が起こっているのは事実であります。この活

動に参加して、私は倉沢里山を愛する会の人たちのよ

うに､自然を自分たちと縁のないものにはせず､自然と

一緒に触れ合う人たちがもっとこの世の中に必要だと

思いました｡最も大切なことは一人一人が身近な自然

を意識し､ふれあうべきだと思いました｡田村さんをは

じめ倉沢里山を愛する会の皆さん､貴重な経験ありが

とうございました｡ 

オオスズメバチの巣を駆除 
9/13の活動日、恐れていたハチの事故が起きてしまい

ました。庚申塔の西側、多摩市境のヤブの脇で機械刈り

をしていた井坪さんが数箇所刺され、救急車を呼ぶ事態

になりましたが、幸い大事には至らず胸をなで下ろしま

した。連休明けに日野市に連絡し巣を確認、翌日には駆

除してもらいました。木の洞の中の巣は３段になってお

り、おそらく200匹以上の群になっていたと思われま

す。本会が活動を始めてから初めてのことで、今後十分

注意したいと思います。井坪さんお大事に。 
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７～９月の活動報告 
7/19(土) さくら遊学塾が来訪。活動の状況等を説明

し、下草刈り等を体験してもらいました。活動日に準

じてミネストローネ、アリスの丘の梅ジュース、シソ

ジュース、冷凍ブルーベリー他でおもてなし。お手伝

い頂いた会員の皆様ありがとうございました。 

7/27(日) こども自然感察会。かつてのこどもを含め

22名が参加、木登りやカブトとり、木の名札付け等で

楽しいひとときでした。主宰した峰岸立枝さんをはじ

めお手伝い頂いた皆様ありがとうございました。 

8/ 9(土) 万蔵院台、タラの丘、アリスの丘赤道の草

刈り、万蔵院台の倒木処理と第２緑地の大枝下ろし

他。(40名参加、新メニューのオープンサンド（サラ

ダ、ハム等）、アリスの丘の梅ジュース、シソジュー

ス、ブルーベリージャム他) 

8/17(日) こども遺跡教室は雨のため中止。 

9/13(土) 第１緑地・万蔵院台の道路側の崖地手刈

り。多摩市境の赤道、アリスの丘赤道の機械刈り。

（約50名、カレースープ、万蔵院台の栗、梅ジュー

ス、濁川さん差し入れのムカゴ、サラダ他） 

１０～１２月の活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、食器等 

10月11日(第２土）（雨天の時は翌日に順延） 

第１・第２緑地の下草刈り、杭の更新(順次)他 

１０：００ 炭焼小屋広場集合 

作業の後は鉄板焼きソバほか 

11月22(第４土) （雨天の時は翌日に順延） 

万蔵院台下草刈り、堆肥の切り返し、杭の更新(順次)他 

１０：００ 炭焼小屋広場、作業後はいも煮会 

フリーマーケットのお知らせ 
押入れで眠っている不用品、自作の無農薬野菜や花、手作

りの食品等々なんでも、皆で持ち寄りましょう。売り上げ

代金はそれぞれに帰属します。 

11月29日(第５土） 樹木の手入れ（雨天中止） 

１３：３０ 炭焼小屋広場 

※これ以降３月までは午後の活動になります。 

12月13(第２土) １３：３０ （雨天の時は翌日に順延） 

１３：３０ 炭焼小屋広場 

万蔵院台・第１・第２落ち葉掃き、果樹の剪定、他 

１３：３０ 炭焼小屋広場、作業後はトマトシチュー 

12月20日(第３土） 樹木の手入れ（雨天中止） 

１３：３０ 炭焼小屋広場 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆炭焼き小屋横の腐葉土を１１月の堆肥切り返しまで
にご自由にお使いください。１２月には新しい落ち
葉を入れて次の腐葉土作りが始まります。カブトム
シの幼虫が出てきたら隣の箱に移してやって下さい 

☆秋はスズメバチが凶暴になる時期です。作業する時
は出来るだけ白っぽい長袖、長ズボン、帽子で、化
粧品等の香りは避けて下さい。見かけたら刺激しな
いよう、姿勢を低くしてそっと遠ざかって下さい。 

☆南百草Ｂ／Ｓそばの東電学園の白梅寮を真慈悲寺調
査センターとして市が借りています。倉沢の植物や
昆虫等の写真(本会提供)も展示してあります。 

里山で今考えること 
伊地知仁子 

今年になってから、パンの価格が上がり、ガソリン

が急騰し、我が家でも生活を見直して自衛につとめて

いますが、そんな自衛が通用しない事態が始まろうと

しています。総選挙が近くなり、政治に何を望みます

か？と言う質問をされた人が、「物価高を解決できる

人がいい」とＴＶで言っていましたが、穀類やガソリ

ン価格の上昇は日本の政治家が「解決」できる問題で

はないのです。投機筋などの影響はありますが、根本

的には需要と供給をめぐるグローバルな「構造」の問

題だからです。誰が首相になっても、食料やエネル

ギー価格の上昇を抑えることはできないでしょう。 

選挙になると、「景気をよくしてくれる」という物

差しが幅をきかせます。部分的な痛みの対症療法とし

て補助金がばら撒かれてきましたが、今までのやり方

を続けていては、根本的な解決に要する財源を失うこ

とになり、後世により深刻な事態を引き起こしてくる

でしょう。世界の食料事情は各地で暴動が起こるぐら

い逼迫しています。日本の国内自給率を高める食料安

全保障・エネルギー安全保障に本気で取り組む構造改

革・構造転換に財源を使うべきでしょう。 

日野市は昔は東京の穀倉地帯といわれ、江戸時代か

ら市民の胃袋を担ってきました。３０年前に見られた

倉沢地域の水田もいつの間にか姿を消してしまい、わ

ずか１軒の小さな水田が昔の面影を残しています。こ

の一帯は緑が塊として残されており、開発から逃れた

「里山の森と畑」は「市民の貴重な自然の財産」と

なっていますが、そのうちに「自分たちの食料安全保

障を考え、実行していく時代の財産」になるかもしれ

ません。 

６３年前、太平洋戦争の末期、耕せられるところは

全部耕して、さつまいもを植え、飢えをしのいでいま

した。それから１００年も経たないうちに、世界各地

から食料を買い漁ってきた飽食の時代は急速に終わり

を告げようとしています。「アリスの畑」も、肥沃な

畑を支える水を蓄えてきた「里山の雑木林」も、自分

達の食糧安全保障につながる存在になる時代がくるこ

とは確かでしょう。 
※自然エネルギーへの転換、食糧自給率の向上等、長期的

なビジョンに基づいて政治が果たすべき責任は大きいと思

いますが、私たちもまずは身近なところから。(事務局) 

アカボシゴマダラ（タテハチョウ科） 
日本では奄美地方にしかいな

いはずの蝶が倉沢に姿を見せま

した。これは温暖化のせいとい

うよりは、数年前に横浜で飼わ

れていた亜種が放蝶され、それ

が周辺の都県に急速に広がった

と見られています。写真のよう

に美しい蝶ですが、繁殖力が強 

く、もともとここにいる在来種にとっては食料確保の

面などから脅威になっている可能性があり、生態系保

全の視点からは不安も感じるところです。 


