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里山の畑で２０年 
杉山寿々子（絵も） 

この三月で、ひと区切りをつけて、私はアリスの丘の

畑を返します。畑の土に「ありがとう」を言いながら片

づけをしています。 

畑では、いろいろな植物に接することができました。

季節によって植物は、違った表情を見せてくれます。餌

を求めてやって来る虫や鳥さえ、見飽きぬおもしろさが

ありました。子供が小さい頃は一緒に収穫を喜びまし

た。介護で疲れた時は、畑で気分転換しました。幼い孫

は、笑顔で畑にやって来ます。 

長く付き合ったのは、Ｋさんからいただいたカモミー

ル。一年草ですが、こぼれ種で芽を出します。その香り

に元気づけられます。カモミールの花言葉は、「逆境の

エネルギー」なのです。移植を嫌います。ミント系の

ハーブの根には負けることに気付き、ミントの根は抜き

ました。畑一面、カモミールが咲くようになりました。

五月、六月の晴れた日に花摘みをします。一年分のお茶

になります。茎は、稲ワラ替わりにトマトの根元、スイ

カの下に敶きました。カモミールはアルカリ土壌を好み

ます。「畑のお医者さん」と呼ばれている所以です。収

穫に苦労したのは山芋。何気なくばら蒔くように、ムカ

ゴを植えてから、最後を掘り上げるまで七年かかりまし

た。Ｍさんに山芋掘りの手順を教えていただきました。

折らずに、穴の壁から山芋をはがすように掘りあげるの

です。１メートル位の深さの穴を何個も掘りました。息

が切れて諦めると、次の年、山芋は太くなり、深く伸

び、更に穴掘りに骨が折れました。形がおもしろかった

のは九条カボチャ。憲法九条を守ろうと、京の九条から

日野に送られた種です。Ｔさんが発芽させて分けてくれ

ました。ひょうたん形のカボチャ

は、中が薄いクリーム色で淡白な

味でした。左の絵に描いたのは、

ヒノナ。私の好物、京の漬物にな

ります。種を入手して、蒔きまし

た。霜にあたって、葉も赤味を帯

び、引き抜くと美しい紫紅色の根

でした。 ハブ茶になるエビス草

(右上の絵)には、マメ科の愛らし

さがありました。 

 ここ、倉沢で畑をお借りして耕

しているうちに、二十年が経って

しまいました。 

毎年、雑草にも追われました。が、

何人もの畑友達にも出会い、お陰様

で畑で楽しみながら暮らしてこれま

した。心よりお礼申し上げます。 

☆アリスの丘が本会に移管されるずっと
以前から、同じ場所で手塩にかけて畑を
育ててきた杉山さんの、土に対する「思
い」が伝わってきます。長い間の管理、
ありがとうございました。(事務局) 
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「夢の里山」に参加して「夢の里山」に参加して  
高橋 徹 

里山といえば“兎追いしか

の 山、小 ぶ な 釣 り し か の

川・・・”です。故郷の木々

の緑、せせらぎに反射する光

や、おたまじゃくし、メダ

カ、ヤゴ、それに蛍など豊富

な生き物などがすぐ想い出さ

れます。                                                                                                       

ところでわが故郷は全国一

の森林率８４％の四国の高

知。子供時代には近所に自然

も多く、オニヤンマを追いか

けたり、女郎蜘蛛に戦いをさ

せたり、杉の実鉄砲を造っていたずらをしたり！杉の

弾が当たるとチクリと痛い、思い出すだけで皮膚感覚

が蘇ってくる・・・。森は童心を呼び起こします。こ

の童心を忘れた頃から自然を虐げる立場に立ってきた

ようです。戦後の工業化社会の一員として国の経済的

発展を支えてきた筈でしたが、その裏側では発展と引

き換えに自然を犠牲にしてしまっていました。 

時代も変わり、また自分の年と共に自然に対する考え

方も少しずつ変わってきました。少しでもよいから自

然と共生する場に参加することは”罪滅ぼし”になる

かもしれないと。森の下草刈り、除伐、間伐、植樹な

どの地道な作業も自然との共生という点からは楽しい

ものになるに違いない。それに健康にも良い。 

樹木医の三井さんから樹木の若干の生態を教わり、枝

木の切り方にも鋸の当て方にもコツがあることを知り

ました。生木を裂くような切り方をすると木々は悲鳴

を上げ、涙を流すようです。傷口にリンパ液が滲み出

るごとく木も樹液で傷口を覆うようです。今まで遠く

から無機的に見えていた木々も何やら近くの生き物に

見え出してきたのは不思議な意識の変化です。木の健

全な成長のためひこばえや胴ぶきを切り落とさなけれ

ばならないことも知りました。しかし切りたくないひ

こばえもあります。 

       ひこばえや 親に寄り添う 里の春 

里山の維持のために、これからも汗を流しながら、夢

と楽しみを広げたいもの思っていますが、特にこの里

山を際立たせる自分なりのメッセージ――孫に教えら

れるような――が発見できないのかなとも思っていま

す。カブトムシの森とか、蛍の倉沢とか、桜の里と

か、椎茸の森とか・・・。「おじいちゃんの桜の木」

があるよ、とかいうのはどうでしょうか。木の命名権

があると木や森の手入れも念入りになりそうな気もし

ます。マイ箸ならぬマイツリーですね。 

又非常に現実的なテーマとしてこの里山のＣＯ２排出権

取引も知りたいものです。無意識に旅行した英国のナ

ショナル・トラストの土地のことも急に身近に感じら

れてきました。 

マイ菜園も出来たし、なにかと刺激と楽しみが多くな

りそうです。 

       童心は 夢の里山 駆け巡る 

中央が高橋さん 

倉沢と稲城・南山で倉沢と稲城・南山で倉沢と稲城・南山で   
井上高志／和代 

倉沢里山を愛する会の枝打ち作業に参加させて頂きま

した。 初めての経験で何も分からないまま、下生えや

横に出ている枝を枝隆に沿って切り落とすように言わ

れ、のこぎりを片手にいざ作業しようとしても一体どの

枝をどれぐらい切ってよいか更に分からなくなり、暫く

は殆どなにも出来ませんでした。 

枝を切ってしまうと切り口から腐りはしないかとか、

枝を落とすと枯れはしないかとか、一体この作業は、景

観を良くしたり林へのアクセスを良くすること、あるい

は風通しを良くして木々の成長を促すこと、それとも節

のない木材を作るため？とか自問自答が続きました。 

しかし、切って行くうちになぜか少し楽しくなってき

て、作業が進むようになってきました。木も命があるの

で、むやみに切るのはいけないと思いつつも、葉が出て

いないのを幸いに、罪悪感も感じずに木を切れるように

なっていました。２次林としての里山管理の大変さをほ

んの少しだけ体験できたと思います。 

下の写真は、稲城市の南山の開発計画です。87haの里

山が消え行く運命にあります。この機会に、この南山で

偶然出会った、素晴らしい子供たちの話をさせて頂きた

いと思います。 

つい先日、私たちが南山の山道を歩いていると４人組

の子供たちに出会いました。高校３年生の男の子を筆頭

に、高校２年生の女の子、中学２年生の男の子、最後に

小学６年生の男の子というなんだか不思議なグループで

した。彼らは私たちを南山の奥の奥まで案内してくれ、

私たちが今まで知らなかった南山を見せてくれました。 

崖を滑り降り、言われるままにターザンのように蔦を

伝って小さな沢にたどり着き、沢蟹をつかまえたり蛙の

卵を発見したりして、泥にまみれながら夢中になって遊

びました。リーダー格の高校３年のＮ君は、なんと南山

歴１０年、しかも週３日ぐらいの頻度で南山に入るとい

うツワモノで、まさに南山の生き字引き。これはクワガ

タがよくいる木、この木の裏には天然記念物のオオムラ

サキがいたんだよ、この辺からはコナラやブナが減って

赤松や杉が多くなるんだよ、などなど、次から次へと素

晴らしい講義をしてくれました。その子供たちの目の輝

き、そして「南山大好き！ディズニーランドなんかより

ずっと面白いんだ」という言葉がとても印象的でした。 

自宅でゲームばかりして遊ぶ子供たちが多いと言われ

る現代、虫もへっちゃらで触れる彼らのような子供はた

ぶん珍しいのかもしれません。でも、そのような子供た

ちが、自然の大切さや生命の尊さといったものを未来に

きちんと伝え行動していく大人に成長していくに違いな

い、そんなふうに感じました。彼らは、「無気力」や

「無感動」といった言葉とは無縁のように思えました。 

あの子供たちのためにも、南山はなんとしても残した

い、そう願わずにはいられません。 
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♪エコな鍋帽子、完成♪ 
三浦 光子 

主人と一緒に畑の手入れを終えた後、田村さんの庭先で

キーウィやニンジンを買ったときのこと、なにやらフワフワ

して暖かそうなものが目に止まりました。はじめはここに猫

が寝るのかな？なんて想像したのですが、お話を伺いこれ

がエコな鍋帽子との出会いとなりました。 

この歳になって恥ずかしい話しですし、また大げさですが

これはきっと私の料理に革命が起きるに違いない！保温

だけではなく、ガスコンロから降ろした後かぶせておけば

味もジックリ侵み込んで、これは最高の料理ができるかもし

れない！しかもガスや電気の節約になりＣＯ２削減にもなる

ということでした。早速作る仲間に入らせていただき、型紙

と説明書をいただきました。 

実は半信半疑で家に戻ったんです。それから2週間、昼は

仕事をしていますのでなかなかまとまった時間がなく、生

地選びを娘に任せ、全く不慣れなミシンを使うなどドタバ

タの大騒ぎでした。（特に前日は） 

当日参加された皆さんは生地に工夫を凝らし、保温性の高

いものとか、お母様が残された布などを持ち寄り、８人が田

村さん宅に集合しました。ご指導頂く先生方は、会員でもあ

る今井さんと垂井さんのお二人。絶妙のコンビで５時間もの

間、懇切丁寧にご指導いただきました。 

途中、田村さん手作りの温まるスープをいただきながら

お昼をいただきました。そのスープも私たちが針仕事をし

ている間鍋帽子を被り、食べる時に簡単な味付けや火を通

すだけとお聞きして、ますます作品に熱が入ってきました。

この「熱」にも保温効果の大きい帽子はないものでしょう

か？ いつも中途半端と叱られてばかりの毎日ですから。 

私もご指導いただいたおかげで可愛い花柄の鍋帽子が

完成。持ち帰ったら『お前が被ってろ』だって。まったく失礼

な！私は鍋じゃない！！ 

 ミシンの使い方から教わらなけれ

ばならない不出来な生徒でしたが、本

当に良いものが出来たと思っていま

す。いただいたレシピには作ったこと

のないものが多くあります。これは挑

戦とばかり早速食材を買い込んで冷

蔵庫へ。カレー、ポトフ、おでんなどに

大活躍です。また帰りの遅い家族のための保温に大変役

立っています。またほんのわずかですがＣＯ２削減に貢献し

ていると思うと、もう一歩前進させたいとも考えました。 

会の中にいろいろな知識や 知恵をお持ちの方がいらっ

しゃるはずですから、小さなことでも温暖化防止になるよ

うな教室を開いてもらえたらいいなと感じました。 

これからはもっと積極的に里山を守る会に参加して緑を

大切にしていきたいと思います。 

 

まさか自分の畑が！！・・・センチュウ被害が増えています     飯牟礼孝一  

最近、野菜を栽培していてこんな経験をしたことはありませんか。 

何故か成長が遅い、成長する途中で萎れる、雨後の晴れた日に元気な野菜が急に枯れる、収穫量が減少する。株を

抜いてみると根にコブが一杯できていることがありませんか。このコブは見るのも汚らわしいほど醜いこともありま

すね。この原因の一つがネコブセンチュウなのです。この虫は目で見えないほど小さいものですし、種類も沢山ある

ようです。ここ関東地区で最も多いのはサツマイモネコブセンチュウ、次にキタネコブセンチュウと思われます。参

考までにそれらの特徴や対策を下の表にまとめてみました。 
※対抗植物（トラップ植物）：ネコブセンチュウの増殖を妨げる、又は殺虫する野菜類。 

※緑肥：ネコブセンチュウの増殖を妨げる、又は殺虫する植物で、花が咲く前に細かく切って土に鋤き込めば肥料にもなる。

１ケ月後にはセンチュウ数が減少した畑で野菜栽培が可能となる。 

※肥料：予防効果が期待できる肥料。 

名称  サツマイモネコブセンチュウ  キタネコブセンチュウ  

被害地域  (関東以西)  (関東以北)  

被害状況 根コブは大きく数珠状に繋がり塊状房状で 細根は減

少している  
根コブは小さく連続せずコブから細根を出す、 コブ同士が癒

合することは無い  

 

 

宿主植物 
(寄生されや

すい野菜類)  

多発： キューリ・トマト・長芋・ナス 
固有： オクラ・スイカ・トウモロコシ 

発生：アブラナ科(カブ・キャベツ・小松菜･大根・白

菜・ブロッコッリー）・インゲン・エダマメ・エンド

ウ・カボチャ・小麦類・ゴーヤ・ゴボウ・ササゲ・サ

ツマイモ・シソ・ジャガイモ・春菊・トウガラシ類・

ニラ・ニンジン・ネギ類・フキ・ホウレン草・ミツ

バ・ピーマン・メロン・レタス類）  

多発： キューリ・ゴボウ・トマト・長芋・ナス・ニンジン                         

固有： 落花生・イチゴ  
発生：アブラナ科(カブ・キャベツ・小松菜･大根・白菜・ブ

ロッコッリー）・インゲン・エダマメ・エンドウ・カボチャ・

ゴボウ・サツマイモ・ササゲ・ジャガイモ・春菊・トウガラシ

類・小豆・ネギ類・フキ・ホウレン草・ミツバ・メロン・レタ

ス類）  

 

お

勧

め

の

予

防

策  

対策  ①宿主植物の連作禁止      ②収穫後の残根を除去し焼却      ③休耕＋除草(兵糧攻め）  

対抗

植物  
アスパラガス・イチゴ・里芋・落花生  アスパラガス・イネ科(大小麦・ﾗｲ麦・ｴﾝ麦・稲・笹・ススキ) 

・オクラ・カブ・里芋・スイカ・ソラマメ・トウモロコシ  

緑肥  ギニアグラス・マリーゴールド(ｱﾌﾘｶﾝ･ﾌﾚﾝﾁ・ﾒｷｼｶﾝ) 

・クロタラリア（ｺﾌﾞﾄﾘｿｳ）・ハブソウ・ソルゴー  
ギニアグラス・ソルゴー・クロタラリア(コブトリソウ）・ハ

ブソウ  

肥料  有機堆肥 ＋ Ｋ（草木灰など） ＋ 豚糞 ＋ 鶏糞 ＋ ヌカ   (注：牛糞は効果なし）  

殺虫  土壌を真夏太陽熱処理／田畑輪換／熱水土壌消毒／長芋種：サウナ処理 （注：天地返しは効果なし）  
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雑木林探検隊の体験参加 
日野市郷土資料館 峰岸 未来 

高幡台団地にある日野市郷土資料館のあたりから、団

地越しに雑木林の‘頭’が見えます。数分も歩くと「高

幡台団地第二緑地」に到着するのです。そんな立地の資

料館では年間を通して雑木林の四季を見つめる体験学習

会を催しています。その名は「雑木林探検隊」。高幡台

の緑地のほか、南平や百草園周辺などで観察会などを

行ってきました。雑木林管理を探検隊参加者が体験する

機会をつくりたくて、「倉沢里山を愛する会」に相談を

持ちかけ、迎えていただけることとなりました。 

 2月 14日、子供か

ら大人までの12人

が落ち葉はきの作

業 に 加 わ り ま し

た。小さなお子さ

んも体験可能とい

う落ち葉はきです

が、決して楽な仕

事ではなく、皆真

剣に取り組み「落

ち葉を集める作業が大変だった」、「良い汗がかけまし

た」との感想が聞かれました。集めた落ち葉の大量なこ

と・・・人の手が必要なことをあらためて実感させられ

ました。子供たちは、落ち葉・栗の実・カブトムシ・・

と次々に楽しみを見つけます。そして子供たちには、初

対面の大人から自然に声がかけられます。 

一仕事のあとの粕汁も大好評でした。食べ慣れない粕

汁を「給食の10倍おいしい」との小学生、苦手な野菜も

食べました。最後に行なった椎茸のほだ木作りにも興味

津々。子供たちはドリルやとんかちを楽しみながら使

い、とんかちの歌も自作する

ほど。「集中して作業を行う

息子を初めて見た」とのお母

さん。安全に配慮して丁寧に

教えてくださったおかげで、

達成感があったことでしょ

う。「自分でつくれば椎茸も

美味しく食べられそう」との

コメントもありました。 

盛りだくさんの半日でし

た。「日野にもこのような場所があったとは」、「守っ

てくれる人がいて保たれていることがわかった」、「ま

た来てみたい」といった感想が聞かれました。倉沢里山

を愛する会の皆さまと共に作業を体験した探検隊メン

バーは、百草倉沢地域や雑木林の管理について、様々な

ことを心に留めていかれたと思います。貴重な機会を与

えて頂き、ありがとうございました。 

１～３月の活動報告 
１/14(水) 日野市と会で、第２緑地とひなた緑地で大

径木と立ち枯れ木を伐採。ひなたの松はほぼ全滅状

態。大きすぎるため倒したその場で土に還すことに。 

1/17(土) 伐採木の粗朶片付け、万蔵院台畑境界の杭

を更新。アリスの丘果樹剪定他。(甘酒、45名参加) 

2/14(土) 第1、第2、万蔵院台の落ち枝片付け・落ち

葉掃き、作業路の杭更新他。椎茸植菌も郷土資料館の

雑木林探検隊(13名)が体験参加。(粕汁、約50名参加) 

2/28(土) 第1緑地の樹木の手入れ。(22名参加) 

3/11(水) 長久保緑地植樹の準備作業。（14名参加） 

3/15(日) 雨で順延最高のお天気。ひなた緑地の粗朶

片付け、下草刈り、竹林の整理他。緑地が見事にきれ

いになり会員のパワーを再認識（お汁粉、46名参加） 

3/28(土) 長久保緑地に10年後をイメージしながらク

ヌギ、コナラの苗計100本を植樹しました。今後も

色々な苗を植えて素敵な林にします。（30名参加） 

(2/4) 文化放送「電リク・ハローパーティー」の「里

山・清流・森林を守ろう」のコーナーで本会の活動に

ついて、約１０分程電話インタビューを受けました。 

４～６月の活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等 

※４月～１１月までは午前の活動です。 

4月18日(第３土）（雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場集合 各自弁当・飲料持参 

春の見学・散策会。拡大した本会の管理区域の全体像を

改めて見てもらいます。今保全の運動をしている新堂

谷戸も見ます。展望の良い長久保緑地でお弁当の予定。

散策に先立って、本会が１０年目に入る記念として桜

(エドヒガン)の苗を炭焼小屋広場に植樹します。 

4月29日(水・祝)  （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 （食事はなし） 

畑の周囲他草刈り、作業路杭の更新他 

5月16日(第３土） （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場（トン汁の予定です） 

タラの丘ほか草刈り、作業路杭の更新他 

5月28日(第４木)  （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 （食事はなし） 

万蔵院台草刈り、他 

6月13日(第２土） （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 （ミネストローネ） 

長久保緑地草刈り、整備。万蔵院台で苗木採集他。 

6月25日(第４木） （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 （食事はなし） 

長久保緑地苗木植樹会。苗木の保護対策も。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆本会の管理区域の拡大に対応するため、2009 年度は活動回数を少し増やしました。試みにウィークデイも加えまし
た。（ただし食事はありません）ご都合に合わせて出来るだけの参加をお願いします。 

☆４月からアリスの丘に４名の新会員が参加します。みなさまよろしくお願いします。 
☆刈り払い機やチェーンソーの周囲で危険な場面を散見します。運転中の機械には近寄らないようお願いします。 
☆由木さんが保全を前提として寄付・物納した、多摩市境(東電研修センター東側)の「新堂谷戸」の日野市による国
からの買い取りが財政の急激な悪化により頓挫しかけていましたが、本会として日野市に再検討を強く働きかけた
結果、良い方向に行きそうな状況です。今後も注視し、皆さまのご支援もお願いします。(ホームページ参照) 


