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  多摩市  佐伯 治美 

私が里山の会を知ったのは、本当に偶然の出来事で

した。今年の五月の初め、友人宅の近くで事件があ

り、同行していた時に、田村さん夫妻と出会ったので

す。その地域は、多摩市境（東電研修センター東側）

新堂谷戸の辺りで、田村さん夫妻はオオタカを撮影に

来ていたそうです。自然が好きな友人と田村さん夫妻

と話が盛り上がり、その話の中で里山を愛する会のこ

とを伺いました。 

どんな活動なのか？どんな場所なのか？興味を持っ

た私も体験参加してみようと思い、五月の草刈りに参

加をしてみました。初めての草刈りに、どのように鎌

を使えばよいのか？どの草を刈ればよいのか？戸惑い

ながらも周りの人に助けられながら作業をしました。 

雑草と思っていた中にも希尐植物があり、「この草

はこういう花が咲くのよ」と田村さんや周りの方たち

がお話しながらの作業だったので、学びながらの楽し

い時間でした。 

作業の後は、みんなで豚汁を頂きました。木々に囲

まれての外での食事は、開放感も味付けになるのか、

とても美味しく頂きました。 

夏にはブルーベリーの収穫にも参加させて頂きまし

た。朝早くに出かけ、ひんやりした空気に包まれての

ブルーベリー摘みは、いつもと違う特別な時間を過ご

しているようで、子供の頃に朝早くからカブトムシを

捕まえに行ったことを思い出しました。摘みたてのブ

ルーベリーは甘いものも酸っぱいものも美味しく頂き

ました。 

私は都内の、ビルに囲まれた地域で生まれて、その

後現在の地域で育ちました。こちらに越したばかりの

子供の頃に、緑や木の多さに喜び、小さな森に入り込

んでは探検していた頃を、この里山は思い出させてく

れました。 

 普段の生活の中では、

ただ遠くから緑を眺め

るだけの日々でした

が、里山の会を知るこ

とによって、ほんの尐

しの時間でも、自然の 

中に身を置くことが出来る。その時間が楽しいのと同

時に、里山を守ることが大切で大変なことを尐しずつ

知ることが出来て、とても勉強になっています。 

これからも微力ではありますが、自然に触れること

を楽しみながら参加させて頂きたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
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先輩に紹介されて先輩に紹介されて先輩に紹介されて   
東谷 滋 

 今年７月に入会いたしま

した、東谷(とうや)と申し

ます。私が｢倉沢里山を愛

する会｣を知ったキッカケ

は、今から遡る事数年前に

私の先輩である阿部さんが

アリスの丘に畑を借り野菜

を作っているという話を聞いた事から始まります。

当時自分としてこれという趣味もなく、どこかで畑

でも借りて野菜作りでもやってみたらというアドバ

イスをいただき、一念発起して市民農園に申し込み

運よく当たったのです。しかし、借りたはいいがど

のように野菜を作って良いかも判らず暗中模索の

時、阿部さんに「俺の畑を見に来い」と誘われ尋ね

た先がアリスの丘ファームでした。 

始めてアリスの丘ファームを訪ねた時の印象とし

て、野猿街道から尐し入った所にこんなに自然が残

されている所があるのか、と思ったのが第一印象で

した。その中で野菜作りをしている阿部さんをたび

たび訪ね、野菜を作るための土作り・種・苗の植え

方や肥料のやり方等を教えていただき、見よう見ま

ねで野菜作りをやってきました。今回阿部さんより

アリスの丘ファームが拡大するから｢倉沢里山を愛す

る会｣に入らないかというお誘いをいただき、畑を借

りられるならと入会する決心を致しました。その時

アドバイスをいだいたのは、この里山を守るための

ボランティア活動の一部としてアリスの丘ファーム

があるということです。ボランティア活動に積極的

に参加し、会の皆様との交流を通じ、今までの会社

内での交流から地域での交流へとチェンジを考えて

行きたいと思っております。 

会に入会し２回目に参加したボランティア活動が緑

地の下草刈りで、初めて草刈機を使用した作業を担

当いたしましたが、機械の扱い方、下草を刈る場所

等をお聞きし、何とか機械を使いこなせたか疑問で

すが、皆様に迷惑のかからない作業が出来たかと自

画自賛しております。また作業が終わると汗でびっ

しょりでしたが、とても気持ちの良い汗でした。 

さて畑ですが、拡大ファームの１区画をお借りする

事になり、これから土作りから取り組んで、どのよ

うな野菜を育てて行こうか、プランを練っていると

ころです。 

以上とりとめのない文章になってしまいましたが、

自分なりに感じた事を書いてみました。最後になり

ましたがこれからは先輩諸氏のアドバイスをいただ

き な が ら、ボ ラ ン

テ ィ ア に 畑 に ガ ン

バッテみようと思っ

ておりますので宜し

くお願い致します。 
 

９月中旪、工場跡地が立派

な畑に戻りました。 

おいしい秋みーつけた！おいしい秋みーつけた！  
星  良則 

これを書いている頃、今年の夏はあっという間に過

ぎてしまい、倉沢里山もすっかり秋の装いに転じよう

としています。 

秋になると落葉が始まり木々の緑も失われ、冬に向

かっていくばかりで、なんだかもの寂しくてイヤだ

なぁ、なんて言われたりもしますが、いえいえ決して

そんなことはありませんよ！私は「秋はおいしい」も

のだと思います。 

先日、夏から初秋まで楽しめるブルーベリー摘みに

参加させていただきました。このとき、ホーローの容

器にブルーベリーを集めたのですが、实を落とし入れ

るたびに容器の底からコロコロコロ♪と何とも軽やか

で心地よい音が響いて気分も踊り出し、摘み取り作業

を軽快なテンポに導いてくれます。そして、摘みなが

らいくつか味見させてい

ただくと甘酸っぱい味が

口いっぱいに広がり、と

ても爽やかなものでし

た。これはこれから本番

をむかえるおいしい秋が

かなり充实したものにな

るのではないかと予感さ

せてくれるものでした。 

また、秋といえばの代表

格、栗のイガ処理もさせていただきました。暑い日に

は蚊が多くて大変なところもあるのは確かです。しか

し、涼しい日も多くなってきているこの時でしたら気

軽に作業に加われたと思います。栗イガを木の根元に

集めている最中、イガから飛び出して草の中に隠れて

いる栗を見つけたりもします。ふとした「見っけも

の」で作業が活気づいて、より楽しいものになりま

す。さらに、この栗がこころなしか今年は大きくて色

つやが良いように感じられます。とても食べ応えがあ

りそうです。きっとおいしいことでしょう。 

栗がどんどん落ちるに続いて、これからはさまざま

なきのこも楽しめてしまいます。あれもこれもといろ

んな味を堪能できて、お腹は満たされ、心も温かく

なっていきます。やっぱり秋っておいしい季節だなぁ

と思うのです。 

ひとつの地面からブルーベリーや栗やきのこなどな

ど、いろんな实りを手に入れることができるっていう

のはなんだか不思議なような気もしたりします。でも

まぁ、そういうことは

あまり深く考えない

で、豊かな实りを与え

てくれる里山はありが

たいなぁと思いつつ、

このおいしい秋を楽し

んでしまおうと思うこ

のごろです。实際はた

だの食いしん坊かもし

れませんね（笑）。 
 

ブルーベリー摘み大好き 

早くも倉沢のリンゴ(紅玉)狩りをする星さん 
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築地 勝代 

8月29日、こども遺跡教室は夏休みの宿題の仕上げのた

めか、昔こどものみの参加となりました。 

講師の安孫子さん以外、参加した６名は皆拓本は初め

ての経験で、私などは間近に見るのも初めてです。今日

の拓本は万蔵院台南側の庚申塔です、江戸時代中期に建

てられたもので、表面には三猿の上で天邪鬼（あまの

じゃく）を懲らしめている青面(しょうめん)金剛像を

彫ってあり、裏面には宝永7年（1710）という建立の日

付け、建立者である当時の領主小林権太夫正利の銘が刻

まれています。300年も昔に作られたものとは思えない

鮮明さです。 

 拓本 を採 る道具 は「拓

墨」と脱脂綿を絹布で包ん

だ「タンポ」、それに「画

仙紙」の３つです。拓墨は

昔は松の煤(すす)にひまし

油、百草(もぐさ)を混ぜて

手作りしていたそうです

が、今では貴尐なもので、

今日は市販のものです。手始めに縄文の土器の破片で一

通りの工程を試し、その後いよいよ本番です。 

庚申塔の表面の泥やほこりを固く絞った布でふき取り、

庚申塔に被せた画仙紙に湿らせたタオルを巻くようにし

て押しつけ、生乾きになった頃に墨のついたタンポで軽

く叩くと、文字や像が次第に浮かび上がってきます。濃

淡が均一になったら紙をはがし、新聞紙にはさんだ上か

ら皺をのばせば出来あがりです。 

文字が彫ってある裏面はくっきりとむらもなく仕上が

りましたが、複雑な像が刻んである凹凸の激しい表面は

専門家も唸るむずかしさ、もう想像にまかせます。タン

ポを押し付ける時、紙をはがす時の緊張感は忘れられま

せん。 

拓本は中国の唐の時代から盛んに行われ、書の研究や

文字の練習に使われたそうです。日本には江戸時代に

入ってきたそうですが、当時は石塚が多かったのでブー 

畑は楽しい畑は楽しい畑は楽しい   最近の出来事最近の出来事最近の出来事   
棚橋 五郎 

自然は素晴らしい 
毎年、毎年どうしていたのか、忘れずに畑の周りで、

その時期に咲く花、实る果实。小生の畑では毎年、トマ

ト、なす、キュウリ、玉ねぎ、ねぎ、じゃがいも、は常

連ですが、昨年食べて旨かったかぼちゃの種を保存して

蒔いたら、芽が出て葉をつけ实をつけた。 

また、昨年収穫し忘れ落下した所から忘れたころに芽

が出たゴーヤの新芽、昨年収穫し小芋は食し、孫芋を地

中に保存し玉ねぎの収穫跡地に植えたら芽が出て葉を生

い茂らしたサトイモ、親芋を食し小芋を植えたら芽が出

た八つ頭。野菜ではないが、昨年咲いたひまわりの種

（バケツいっぱい）をまさかと思い蒔いたらひまわりだ

らけで畑を侵略された。などなど、自然は素晴らしい。 

自然は不思議 

６月の共同作業のときに麻袋を購入、畦の除草と思い 

庚申塔の拓本 初体験庚申塔の拓本 初体験庚申塔の拓本 初体験   
ムになるほどではなかったようです。最近盛んになって

きたのはいいのですが、何も知らず石碑に直接墨を塗っ

てしまう人がいるとか。 

次回は是非現代のこどもや青年たちにも体験してもらい

たいものです。作った土器の破片の拓本はこどものよう

に大切に持ち帰ったのは言うまでもありません。 
 

 林に一歩足を踏み入れれ

ば、様々な場面で父母と

の思い出がよみがえって

きます。 

 万蔵院台の庚申塔は我が

家では山王様と呼んでい

ました。節分の時は夕方

山王様に行って「鬼はー外、鬼はー外、福はー内」と父

は大きな声で豆まきをしました。夕闇の静かな林の中に

父の声が響き、私はそれを神聖な気持ちで見ていまし

た。初午の日には母手作りのお赤飯と煮物をお供えして

いました。代々この土地を守る人に受け継がれてきたの

でしょう。今は私たちの会が守っています。 

先日、日野市の指定文化財になりました。 

（田村はる子記） 

両端を切ったら中に蕎麦の種が２０粒あり、畑に蒔いた

ら６月の下旪に双葉の芽が１０個程出ました。この種ど

こから来たのか、あら不思議。 

昨年暮れにグリーンピースの種を植え５月に収穫し大

好きなグリーンピースご飯にして食し、採り忘れた豆を

蒔いたらまた芽が出た。そんなのないよ、あら不思議。 

楽しい畑 

畑が狭いので植える作物に限度があり、どうしたもの

かと茗荷の日よけと思い作った棚に、東側から隼人瓜が

攻める、南側からかぼちゃ、きゅうり、インゲンが攻め

る、西側からゴーヤ、皆がそ

のうちに鉢合わせ。計画図は

描いたが、完成図が未定なず

ぼらな棚橋畑です。整然とし

ていない畑ですが、キウィー

の棚の下で椅子に座り眺めて

いると楽しい畑です。ずぼら

な棚橋からの便りでした。         

7/26子供自然感察会で、里山の竹を使って竹馬や水鉄砲、ぽっく

りを作りました。五十子真衣ちゃん(小１)が描いてくれました。 

親子孫の３世代で 
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都市を生ごみで耕そう！ 
コミュニティガーデンのすすめ 

まちの生ごみ活かし隊 佐藤美千代 

 昨年9月、まちの生ごみ

活かし隊は、日野市第八

小学校近くにコミュニ

ティガーデン「せせらぎ

農園」を作りました。そ

こで分別・回収した160世

帯の生ごみを肥料とし

て、無農薬・無化学肥料の元気野菜を作っています。 

コミュニティガーデンとは、身近な空き地や既存の

緑地を住民の手で美しい庭（畑）に変え、安全で緑豊

かな美しいまちを創造していく協働の庭づくり活動の

ことです。効果としては、食料生産の他に、①良好な

景観・緑地の維持 ②ヒートアイランド現象の緩和 ③

雨水や資材、生ごみなどの再利用 ④環境教育（食

育）の場づくり ⑤地域の居場所、仲間づくり ⑥防災

機能 ⑦心と体の健康 ⑧地域コミュニティの再生など

があります。アメリカが発祥の地で、1893年の経済パ

ニック時、デトロイト市長が低所得者層に食物を育て

るように土地を割り当てたことに始まります。 

2005年6月の食糧農業機関(FAO)の報告によると、世

界の都市や都市周辺の小さな菜園で、約７億人の都市

住民の食糧が供給されているそうです。キューバでは

経済封鎖とソ連の崩壊により輸入がストップし、食料

自給のために都市のあらゆる場所を開墾して生ごみ堆

肥を使った有機野菜作りを奨励し、食糧危機を乗り越

えたという事例もあります。 

生ごみは「資源」です。無駄に焼却せず食物連鎖と

いう自然の循環に組

み込み、微生物の栄

養源（＝堆肥化）や

家畜のエサ（＝飼料

化）にするしくみを

取り戻すことが、都

市に住む地球人とし

ての役割ではないで

しょうか。 

9月5日、メンバー3人で「アリスの丘ファーム」を見

学させて頂きました。土づくりからじっくりと農作業

を楽しめるよう使用期限のないアリスの丘ファーム

は、メンバーが自主的に管理・運営を行い、里山保全

という役割を担っています。昔懐かしい里山は地域の

人々にも親しまれており、理想的なコミュニティガー

デンだと思いました。もう实践されている方もあると

思いますが、ファームのみなさんが生ごみを土づくり

に活用すれば、生ごみの減量にもつながります。 

今年11月、多摩地域の市民が協働して「都市農業研

究会」を立ち上げる予定です。コミュニティガーデン

の普及など様々な視点で都市農地や里山を市民の力で

保全できないか、農地法の改正も視野に入れて模索す

る予定です。コミュニティガーデンの先輩として、今

後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

７～９月の主な活動報告 
7/19(土) アリスの丘拡大部分の整備、隣地境界に粗朶

柵設置、植物保護区の手入れ、タラの丘草刈り他の作

業。(カレースープ、52名参加) 

7/26(日) こども自然体験教室(竹で遊び道具を作ろう)

竹を伐るところから竹馬や水鉄砲などを作りました。親

の方が一生懸命だったかも。(18名参加) 

8/8(土) 万蔵院台、長久保緑地の草刈り。保護区の手入

れ他。(オープンサンド、梅ジュース、ブルーベリー、ス

イカ他、37名参加) 

8/23(日) こどもミニ遺跡教室(庚申塔の拓本に挑戦)。

昔の子供たちが参加してくれました。(7名参加) 

9/12(土) 第１緑地と万蔵院台緑地の道路側の崖面の草

刈り、途中雨になり早めに切り上げました。（豪快鉄板

焼きそば、アリスの丘産の梅ジュース他、48名参加） 

その他(1) アリスの丘拡大部分の転落防止用手すりの取

り付け、浸透桝の設置、段差部の土留め、堆肥床、雨水

の浸入防止堤防の設置等々、ファーム拡大に向けた整備

を有志により随時作業し、9月から区画割り、管理者を募

集し、あっという間に立派な畑に変身しました。 

その他(2) 援農活動の一環として、会員限定ブルーベ

リーの早朝摘み取りのコーディネイトを都合13回实施、

大好評でした。売り上げ金はすべて農家の収益に。 

１０～１２月の主な活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等 

10月11日(第２日）（雨天の時は翌祝日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場集合 

緑地の草刈り、病院側粗朶柵の杭更新他（けんちん汁、

梅ジュース他） 

10月29日(第５木)  （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 

緑地の草刈り、病院側粗朶柵の杭更新他（作業後は簡単

なおやつを用意します） 

11月14日(第２土） （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 

緑地の草刈り、植物保護区の杭更新他（恒例の芋煮会と

フリーマーケット、ビールも用意します） 

11月26日(第４木)  （雨天の時は中止です） 

１０：００ 炭焼小屋広場 

樹木の手入れ他（作業後は簡単なおやつを用意します） 

12月12日(第２土)  （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 

落葉掃き、果樹剪定他（作業後はポトフです。） 

12月23日(水・祝)  （雨天の時は翌日に順延） 

１０：００ 炭焼小屋広場 

落葉掃き、果樹剪定他（作業後は簡単なおやつ） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆いよいよアリスの丘ファームⅡ(仮)が稼働しました。

新しいメンバーも増えました。畑だけでなく緑地の
管理作業にも参加をお願いします。ルールとマナー
を守り楽しく畑作りをしましょう。緑地内の堆肥床
から腐葉土を持ち出すときは、カブトムシの幼虫を
傷つけないように、手で袋等に移すようにして下さ
い。第１緑地の堆肥床は高齢者等を優先とします。 


