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昨年の夏、倉沢地区の農家の一軒である石坂忠夫さ

んから事務局へ相談がありました。1月に相続が起

き、何とか緑地を残したいのだが協力してもらえない

かということでした。倉沢地区では1993年に私の父、

石坂義次が亡くなった時に一部の山を市有化してもら

い、2001年に母キク子が亡くなる前年から地主(相続

人)自らがこの運動を立ち上げ、緑地保全の運動を始

めたのが出発点で、市への寄付と相続税の山林での物

納、そして一部買取りの組み合わせで、市と会の仲間

の協力があって奇跡的な緑地保全が実現しました。 

 2001年の同じ時期に、倉沢

に隣接する多摩市の「なな

山緑地」も倉沢の手法にな

らって保全されました。 

 そしてその数年後、由木農

場の相続、「ひなた緑地」

の石坂実さんの相続と、相

次いで同様な手法で緑地が

保全されたことは私にとって何にも増して嬉しい出来

事でした。多摩市側でも「なな山緑地」に隣接する山

林が市有化され保全緑地が拡大しています。そして更

に今回、石坂明紫(あかし)さんの相続に際して、後継

ぎである忠夫さんが緑地をそのままの形で残したい、

という気持ちを強く持っていることがわかりました。 

以前、明紫さんには目籠(めかい)作りを教えて頂い

たことがあり、篠竹を割って器用に籠を作っていた姿

を思い出します。最初の頃のニュースレター(2001年5

月,7月の8,9号）にこの時の様子が載っていますが、

私は今でもその籠を想い出の品として大切に保存して

います。 

幼馴染みでもある忠夫さんの有難い申し出に対し、

会として何とかお役に立ちたいと、主人や会長夫妻と

共に市長に要望書を出したり相談に行ったりしまし

た。市の緑と清流課は、財政が大変な時期にも拘らず

緑地保全に前向きで、副市長、最終的には市長にも直

接会って頂き、お蔭様でまた一つ大切な緑地が保全さ

れました。緑地の大半を寄付、一部を買取りという形

で、10,000㎡近い緑地が保全されました。このことは 

残してくれてありがとう残してくれてありがとう残してくれてありがとう   
新たな緑地が本会のフィールドに加わりました新たな緑地が本会のフィールドに加わりました新たな緑地が本会のフィールドに加わりました         田村はる子 

昨年の一番嬉しい出来事

となりました。 

市の所有地となっても

農業に必要な部分は寄付

をしてくれた旧地主さん

に従来通りの形で管理し

てもらうという考え方

は、地権者に緑地を寄付してもらうための強い動機

付けになるもので、倉沢の緑地保全がうまくいって

いる大きな要因だと思います。残りの部分は私たち

が管理することになりますが、寄付者の思いに応え

られるよう充分配慮していきたいと思っています。 

これで倉沢の林は、10年前、私たちがイメージして

絵はがきに描いた通りの里山の景観が残ったことに

なり、これは本当に素晴らしいことだと思います。 

石坂忠夫さんの家の屋号は昔から長久保と呼ばれて

いましたので、この緑地を「長久保緑地」と呼ぶこ

とを提案したいと思います。農家では第一号の会員

になって下さり、昨年秋から我が家の庭のパラソル

の下で、愛する会の援農のひとつの形として忠夫さ

んの野菜などを並べて無人販売しています。お散歩

がてらどうぞお立ち寄り下さい。 

私たちの管理面積は約4haとなり、その役割は益々

大きくなります。皆様のご協力があってこそここま

でこれました。心から感謝いたします。 

寄付者,日野市,本会で立会い 

日本信販住宅 

帝京ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 
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万蔵院台緑地 
アリスの丘 

風の丘 

第１緑地 

第２緑地 

東電研修センター 

長久保緑地 

多摩市 
倉沢里山を愛する会が管理する緑地       (Google Earth) 
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徒歩５分で里山が 
安達 良春 

自宅から歩いて５分足らずでそこに里山があり、

第２の人生の活動の場がありました。 

昨年３月「あこがれの里山ライフのお誘い」の案

内に出会い、即座に入会を決心しました。あと１年

で再雇用も終わり、第２の人生をいかに充実し有意

義に過ごそうかと、あれこれ思案をしていたときで

した。 

サラリーマン時代は会社一筋で、地域社会との関

わりはほとんど持たず、自治会活動などすべて妻任

せの状態だったのです。このような身近な場所に地

域社会と関わりが持て、今までに経験のなかったボ

ランティア活動もでき、しかも農園も借りられて家

庭菜園も楽しめ、自分にとって一石二鳥にも三鳥に

もなります。残念ながら農園の空きがなく空き待ち

状態ということで、ひとつの楽しみは先になりまし

たが。 

４月から今年度の活動が始まりましたが、仕事の

関係や雤での順延などのため、しばらくは参加する

ことができませんでした。そして８月９日が私に

とっての記念すべきデビューの日となりました。 

田舎（新潟の弥彦）が農家だったので子供のころ

に使ったことのある鎌を使い、タラの丘の草刈りが

初作業になりました。尐しばかり昔の田舎を思い出

しました。作業場所が急傾斜面で足場がよくないた

め慎重な作業の進行が必要とされましたが、諸先輩

の手慣れた作業を見よう見まねで何とかデビュー戦

を終えることができました。 

感心させられた

ことは、自分より

も年長者に見える

会員さんもたくさ

んおられるようで

すが、皆さん動き

も良く、手順良く

作業を進めておら

れることでした。

また初体験のひと

つで杭打ちをやりましたが、いかにも作業をやった

という達成感を覚えました。（その後２日くらい箸

を持つ手が不自由でした） 

作業の後は冷えた飲み物、鉄板で豪快に焼いた焼

きそば、里芋のいっぱい入った芋煮会等々、毎回美

味しくいただき忘れられない美味しさでした。今後

も大いに期待しております。 

百草に移り住んで３５年になります。宅地化の進

行で年々森がなくなり、林がなくなり、緑が減って

いく現状で、尐しでも里山の緑を守り存続させよう

とする、この「倉沢里山を愛する会」に参加できた

ことを喜んでおります。 

体が言うことをきく限り、倉沢里山を愛する会の

活動に参加させて頂きたいと思っています。 

先輩会員の皆様、よろしくお願い致します。 
 

タラの丘で杭を打つ安達さん 

市の植生調査に参加して  
峰岸 立枝 

１８年ぶりに行われた日野市内の植生調査に参加

し、田村はる子さんと百草地区を担当した。調査の目

的は、植生の現況を把握し、前回との比較や今後の緑

環境保全に向けて何が必要かを考察するためである。 

市の調査なので入った

ことのない緑地にも入

れた。また調査地に選

んだ土地所有者には、

趣旨説明をして許可を

得、調査コピーを渡し

たりして、地主との距

離を縮めた。足を踏み

込むことのできない緑

地以外はできるだけ調査しようと欲張った結果、 調
査個所数だけは多くなった。  

調査地点を設定し(私は設定の基準を完全理解に到ら

ぬうちに終わってしまったが)、そこの全植物種名を

書きだす(わからない種名の同定に熱中し夫から「植

物人間」と呼ばれた)、階層ごとの被度・群度、調査

地の位置・標高その他が加わり、現地の写真撮影を

し、記入した調査票をパソコン入力し、最後はＣＤに

まとめて専門家に渡した。その後のデータ処理は私た

ちには難しい分野で専門家の手に委ねた。 

実施して感じたことを羅列すれば、本会の管理地内

には見られない種や、市内に尐ないとされるものも案

外多くあったし、近年問題になっている帰化植物も百

草地区では比較的緩やかに増えていくという特徴がう

かがえた。古道の周辺や屋敶林や相続で公有地化され

た緑地ほど多様な植物群と昔からの植物が見られた。

拡幅された道路に接する斜面地でも広い面積を維持し

ている場合、緑地は草地となり帰化植物も群落を作っ

ているが昔からの植物も残存し、帰化植物も含めてバ

ランスを保ち幅広い緑環境を形成していた。 

一方、斜面地開発が法的に容易となって、いわゆる

土手部分が宅地化した場所では、かつてはちょっと歩

けば見られた道端の昔懐かしい景色や植物が消失して

いた。適切な手入れがされているかいないかで植物出

現種数に差が見られ、手入れにより再生・復活がみら

れた。古くから人里と共にある緑地故、施設や住居の

植栽植物が雑木林の中で成長しているのが多くみられ

た、等々。 

ジャングルを分け入るような、恐怖で足のすくむ調

査地入りや猛暑の中の移動も、ほとんど公有地化され

た広い緑地が即時に癒してくれた。この調査の最終目

的の答えの一つがこの地域にあると言えよう。 

しなやかな考えと行動力を持つはる子さんと後期高

齢者２人のコンビで得た知識や技術は、次回の実施時

には活かせる年齢ではないが、今を生きる者にとって

無駄とは思えない。 

最後に夏から秋にかけて、先祖伝来の緑地を残した

いという地主の方の意思を汲んで、緑地保全に向けて

の市への働きかけや援農に加わり、新たな緑地が私達

の倉沢地区で公有化されたことを喜びたいと思う。 

急斜面での植生調査の様子 
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里山いも煮会に参加して 
水村 智子 

１１月２２日、里山は秋色につつまれていました。

真っ青な空に赤や黄色に染まった木々の葉は、朝日に

輝いてとてもきれいでした。時々、風がサーッと吹く

とたくさんの葉っぱがパラパラと降る様に舞い降り、

その中で両手を広げて歓声を上げている子供達の姿が

ほほえましく可愛らしく感じられました。 

私は、今回料理を担当させて頂きました。はじめは

多人数のお食事の仕度ということで尐し戸惑い気味で

したが、ベテランの國分さんや田村さんのご指導のも

と、とても楽しくお料理をすることが出来ました。ま

ず薪ストーブに火を入れ、ずん胴鍋に用意した具材を

入れ、大きな木しゃもじで大きな鍋をゆっくりゆっく

りとかき混ぜているうちに、なんだか森の中でこびと

達が料理をしているような、まるで童話の世界にでも

居るような気持ちになりました。私達現代人は、こん

な風に豊かな自然の中

で鳥の声を聞きながら

火を起こしてみたり食

事の支度をすること

が、たまには必要なの

かもしれないと思いま

した。 

また、皆さんと御一緒

に食事をすることがとても楽しく貴重な時間に感じま

した。今回はフリーマーケットもあり、私は文字通り

の『掘り出し物』（三浦さんの苦労の賜物の自然薯）

をラッキーにもゲットしました。 

里山の自然の中にはたくさんの種類の貴重な植物、

そしてそこに住む昆虫や小動物達の多くの生命がある

ところです。春には新緑の美しさ、夏には木々の葉陰

を抜ける風が爽やかさを運んでくれます。秋は紅葉す

る木々と落ち葉がとてもロマンチックで、冬にはすっ

かり葉を落とした木々の間から差し込む陽の光が里山

を明るくしてくれます。ここの木々達は私達を一年中

楽しませてくれ守ってくれているのです。 

今世界では、森林の消滅しているスピードが５年間

で日本の総面積に匹敵すると言われています。私達の

身近にある倉沢里山の貴重な自然に感謝して、緑を

守って行くことの必要性と大切さを感じる一日でし

た。とても楽しい有意義な時間をいただきありがとう

ございました。 

  

１０月１１日に里山にいきました。 

第二緑地の小道でみんなで草かりをしました。 

道のまん中に青大しょうが死んでいたのでびっくりしました。 

道をすすんで行くと、きのこがたくさんあったので、 

みんなでとりました。 

ほかにもきれいな秋のお花もありました。 

絵と文 吉原夢叶 

  青空 
（築地さんのお孫さん姉妹） 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

    ( 4 7 )( 4 7 )( 4 7 )   
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安藤さんの針刺し 
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１０～１２月の活動記録 
10/11(土) 小雤が降る中、北緑地、第２緑地の下草刈

り、第１緑地北側道路縁の杭更新ほか。途中で雤もあ

がり、作業のあとは鉄板焼きそば、倉沢産冬瓜と里山

産ナラタケのあったかスープ。（約40名参加） 

11/22(土) 第１、第２、万蔵院台緑地の倒木・枯れ枝

整理、下草刈り、タラの丘の杭更新ほか。恒例の「い

も煮会」では会員の皆さんから、天然酵母パン、バジ

ルペースト、ジャム、大根のビール漬け、自家製ワイ

ン、赤カブの酢漬け、ハヤトウリのポタージュ等々。

今回から法人会員として参加してくれた古河物流の皆

さんからビールの差し入れ

も。食事のあとはこれも恒

例のフリーマーケットを開

催。里山の産物や会員の手

作り食品・作品等、人気商

品が盛りだくさんで大盛況

でした。（約80名参加） 

11/29(土) タラの丘の樹木の手入れ他。手が入った樹

林は見違えるようにすっきりしました。(24名参加) 

12/13(土) 第１、第２、万蔵院台の落ち葉掃き、アリ

スの丘のキウィ棚の補修、梅の剪定、万蔵院台ほかの

杭打ち。事前にカブトムシの幼虫の保護作業を三浦さ

ん中心におこないました。作業後はトマトスープ、ア

リスの丘産のキウィ・フルーツほか。（約55名参加） 

12/20(土) 万蔵院台の樹木の手入れ他。(20名参加） 

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～３月は各回１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

1／17(第３土）（雤天の時は翌日に順延） 

第２緑地の高木伐採後の片付け、ホダ木準備他。 

作業後は甘酒で温まりましょう。 

※事前に日野市と高木の伐採作業をします。日程は後

日お知らせします。 

1／31(第５土)  樹木の手入れ（雤天中止／食事なし） 

2／14(第２土) （雤天の時は翌日に順延） 

落ち葉掃き、腐葉土つくり他。作業のあとは粕汁。シイ

タケの種コマを打ち込んでホダ木を作ります。 

2／28(第４土)  樹木の手入れ（雤天中止／食事なし） 

3／14(第２土) （雤天の時は翌日に順延） 

ひなた緑地、竹林の下草刈り他。作業の後はお汁粉。 

3／28(第４土)  樹木の手入れ(雤天中止／食事なし) 

☆☆☆☆☆ 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。今年も皆様お元気で活動に参加し
ていただけますようお祈りします。 

☆４月からの新年度に向け、ファームの空きを待って
いる方がいます。ご都合により退去される方は、な
るべく早めに事務局へお知らせください。 

☆年間の活動参加回数は、２月から翌年１月の１年間
でカウントしていますので、ご留意ください。 

トヨタ環境活動助成プログラムに 

本会の活動が採択されました 
トヨタ自動車株式会社の「トヨタ環境活動助成プログ

ラム」の小規模助成枞に６月に応募していましたが、今

年の応募総数570件のうちの25件（一般助成枞＋小規模

助成枞）のひとつに採択していただくことが決定し（国

内では16団体）、先日助成決定証授与式に事務局田村が

出席しました。 

この助成プログラムは、トヨタ自動車が1999年に国連

環境計画(UNEP)から、持続可能な発展のための環境活動

および改善に功績のあった個人や団体に贈られる「グ

ローバル500賞」を受賞した記念に、同社の社会貢献

(CSR)活動の一環としてＮＧＯなどの環境活動を支援す

るために2000年度から実施されているものです。今回の

募集では、喫緊の環境課題である「地球温暖化」と「生

物多様性」をテーマとして実践的な活動をしている団体

が対象となりました。本会へは2009年、2010年の２年に

わたって助成して頂きます。この意義深い助成プログラ

ムの対象のひとつとして本

会を選んでいただいたこと

は、会員の日頃の地道な活

動が高く評価されたという

意味でも大変うれしいこと

であり、会員の皆様ととも

に感謝したいと思います。 

法 人 会 員 第 １ 号 と し て法 人 会 員 第 １ 号 と し て法 人 会 員 第 １ 号 と し て   
古河物流㈱ＣＳＲ推進室 山本 要子 

法人会員第１号として入会させて戴きました“古河物

流㈱”です。当社は、古河電気工業㈱100％出資の子会

社で、千代田区内神田に本社を置き、国内14拠点、海

外2拠点を展開しています。物流という事業を行う上で

CO2を排出しておりますので、CO2を吸収してくれる森づ

くり活動に積極的に参加していきたいと考え、会に入

会させて戴きました。11月22日の活動に8名で初参加し

ました。参加者全員が初心者ということで、事務局が

ご配慮くださり、難しい作業・危険な作業を避けてく

ださいました。今回の私達の作業担当は「枯れ枝拾

い」でした。枯れ枝といっても倒木の大枝があったり

して、結構大変なことがよくわかりました。 

作業の後では、芋煮会・バザーにも参加させて戴き、

他の会員の皆様と触れ合いながら、野外で戴く芋煮は

格別でした。爽やかな秋を満喫しました。 

参加した子供は、あまりの楽しさに「山から帰りたく

ない！」と大泣きでした。また、バザーで購入した栗

の甘露煮・バジルペーストで帰宅後も里山の余韻を楽

しむことができました。 

今後は社内外にこの活動をＰＲして参加者を増やし、

社員のボランティア精神を培っていきたいと思いま

す。そして、緑地保全のイ

ロハを勉強し、美しい日本

の里山の自然環境の保護、

育成、復元に寄与できるよ

うになりたいと思います。

よろしくお願い致します。 

←説明を受ける古河物流の皆さん 


