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英国の市民農園から英国の市民農園から英国の市民農園から   
近藤 秀樹 

この夏(7月)、娘夫婦と孫に会いにイギリスに行って

きましたが、娘夫婦は市民農園(Allotment)))の一角を

借りて野菜作りを楽しんでいました。市民農園につい

て聞いてみました。その市民農園は全体の敷地が30ヘ

クタール近くあり、標準区画は一人300㎡ですが、娘

はその半分150㎡（10ｍ×15m）を借りています。昨

年、里帰りをした際にアリスの丘の畑の整然とした様

子に娘はとても感心していましたが、一方イギリスの

畑では無秩序という表現がぴったりなほど借りている

人が各々ユニークな土地活用をしています。もちろん

野菜を育てるのが主流ですが、中には林檎の木にブラ

ンコを取り付けその横に砂場を作って子供の遊び場に

する人や、芝生の上にベンチをおくだけ、あるいは小

屋を立てて鶏を飼っている人もいます。 

 娘家族が暮らすイギリス北部は夏でも気温が25度前

後までしか上がらないのでトマトは温室でなければ育

ちませんし、キュウリやナスといった日本でお馴染み

の夏野菜は残念ながら育てるのが難しいようです。そ

の分、ラズベリーやブラックベリーといった果実に適

しており、敷地が広いので林檎、洋ナシやプラムと

いった果樹の木が多いのも特徴です。またルバーブ、

リーク、アーティチョーク、パースニップ、ビーツと

いった野菜も育てやすいため人気があります。この農

園は周りを緑で囲まれているのでキツネがよく姿を現

します。野うさぎが出る地域では野菜が被害にあうそ

うですが、幸い娘の菜園はキツネが巡回をしてくれて

いるので、ナメクジ

に食べられる以外は

大きな被害はなく元

気な野菜を採ること

ができるようです。 

 今は5歳と3歳の孫た

ちが種をまいたズッ

キーニが収穫の真っ

盛りで、たった10粒の種から家族4人そしてご近所さ

んでも食べきれないほどのズッキーニが獲れている様

子。“もうズッキーニは食べたくない、と子供達が言

い出さないかと尐しドキドキしながら今日の晩御飯も

主役はズッキーニ。”と言っています。 

私が娘の畑に行ったとき、缶ビールを片手に作業し

ていたおじさんは亡くなった父親が世話していた畑を

引き継いでいるとのこと。家族

で世代を超えて畑の面倒を見て

いる人もいるようです。また芝

生の広場があって農園仲間で

バーベキューを楽しむこともあ

るとか。アリスの丘にもお休み

処ができていますからこれを活

用して野菜作りだけでなく色々

な交流をしていけるといいです

ね。        （次号へつづく） 
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        キツネノマゴ（キツネノマゴ科） 
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河合 美香（建築事務所勤務） 

わたしは、ものをつくることが好きで、今回、友人で

倉沢里山を愛する会会員の星さんに誘われ、子供草木

染教室に参加しました。 

わたしの簡単な経歴ですが、小学生のころには、良く

絵を書いていました。中学、高校も木で模型をつくっ

たり、大学も美術の大学に進みました。とにかく常に

何かものをつくる環境にいたと思います。社会人にな

り、そのようなイベントがあると顔をだしたりするこ

とが最近の日課です。今回も染め物の体験が出来ると

いうことで、参加しました。今回の里山の会は 緑がた

くさん生い茂っている場所で行われていました。 

東京とは思えないような自然が豊かな場所です。最初

にわたし達がしたことはアイの生葉染めで、葉を細か

く切り、すりこ木でつぶす作業でした。普段あまりす

りばちを使ったことがないので、なかなかスムーズに

作業が進まず、ここはベテランの主婦の方々に任せま

した。そこから袋で絞り、ぬるま湯につけておいた布

をいれ、５分くらいゆすりもみひたし、軽く絞りまし

た。そして、それらを広げて空気で酸化させ、この作

業を２～３回繰り返しました。仕上げは冷水ですすぎ 

天日にさらして乾

燥させました。 

作業が終わったと

きには、たくさん

汗が出ており、す

でに疲れてしまっ

た気がします。尐

し休んでから、次 

分に自然というものに触れていたはずなのですが、東

京の慌しさの中に身をおくようになってからは、自分

から動かなければ自然に触れる機会も尐なくなってい

たような気がします。土の上を歩いたのですら久しぶ

りでした。 

そんな中でこうして土の上を歩き緑の中に身を置く機

会をいただけるこの会は、自然の魅力を感じ、大切に

しようという心を育み、そして繋げる素晴らしい活動

だと思います。エコという言葉がささやかれるように

なってから「自然を守ろう」なんて口にすると、また

特別な響きを持った言葉のようですが、当たり前のこ

となのですよね。同じ場所で生きていく上で人間と自

然、共に在るもの同士共存していくというだけのこと

なのですからね。これから生活していく中で、友人や 

身のまわりの誰か

にこういった気持

ちを尐しでもつな

げていけたらなぁ

と思います。 

参加させていた

だきありがとうご

ざいました。 

に染める作業をしました。 

染液を火にかけ自分で選んだ液に布をいれて１０分

煮てから火を止め、さめるのを待ちました。それか

ら、染まった布を媒染液に３０分浸し、各染液を熱し

ました。媒染した布をいれて１０分煮染め、布はだん

だんと黄色のきれいな色に染まっていきました。染め

た時はまだ、どんな感じなるのか想像がつきませんで

したが、日があたり乾くにつれて、きれいな黄色の色

の布ができました。他にも緑、青、茶色と様々な色を

つくり、最後はみんな自分の好きな色と模様の布を各

自でもちかえりました。 

今回染物の体験をして、自然のものから色をつく

り、色の出来上がりを想像する楽しさを実感すること

ができした。そして、昔から行われてきた染物を小さ 

い子供や私達の世代にも

もっと伝えていって欲しい

と思います。 

わたしも貴重な体験が出来

たことを里山の会の皆様に

感謝しています。ありがと

うございました。  
 

峰岸立枝さんが、前もって染液を煮だしたり、媒染剤は

天然のものでと椿の葉を燃やした灰汁でアルミ媒染剤を

作ったり、また木綿素材に豆汁を浸み込ませる下処理を

やるなど、真夏の暑い中準備をしてくれました。また、

会員の渋谷さんが、糸で縫い絞りを入れた小布を提供し

て下さいました。立枝さん自身が育てた藍を提供、きれ

いな青や緑に染まり皆大満足でした。クララはアルミ媒

染液に入れた途端に鮮やかな黄色に発色、まるでマジッ

クでも見ているような楽しい一日でした。（事務局） 

 

私 た ち の 草 木 染 め 体 験 記私 た ち の 草 木 染 め 体 験 記私 た ち の 草 木 染 め 体 験 記   

工藤 文紀（アート系塗装職人） 

この度初めて草木染めに参加させていただきまして、

率直な感想ですがとても楽しかったです。 

最近「草木染めをしてきます」などというと、なにか

特別なこと、芸術家やアーティストのようなことをす

るように考えたりもしますが、今回この会に参加させ

ていただき、藍の葉をすり鉢ですり潰したり、くらら

の葉の染液で煮込んだり、そして釘のはいった媒染剤

で色をだしたりと、一連の草木染めというものの流れ

を目にしてみたら、小学生の頃に父とたまねぎの皮で

草木染をしたことを思い出し、あぁなにも日常から掛

け離れたものではなく、とても身近にあるものなのだ

なぁと思いました。あるものというよりもあったもの

という方が正しいのでしょうか。 

化学染料が普及する前は、自然の中に身の周りにある

もので染色する草木染めは当たり前に生活の中にあっ

たのではないかと思います。それがいつのまにか簡単

で手間のかからない化学染料に移り変わり、片隅にお

いやられ忘れ去られようとしている。今回参加させて

いただいて、改めていつの間にか草木染めをしにいく

という言葉に僕自身もなにか特別なことのような感覚

を覚えていたことに気がつかされ、はっとしました。 

僕自身、山形の自然に囲まれた環境で生まれ育ち、十 
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短い散策から感じたこと 
尾関 のぶ 

この春、私は｢歩く｣ことを思い立った。夫に対して

「このままでは今に歩けなくなる、寝たきりになるか

も」と繰り返した。夫はようやく重い腰を上げ、「歩

く」と言う。朝早くか夕方、殆んど毎日歩いた。 

最初に訪れたのは朝の程久保川。朝日にきらきら光

る水面、流れの音。柵も植え込みも整備され、ゆった

り歩けて気持ちが良かった。次に高幡不動尊にお参り

する。お不動様の山の頂きはどうなっているのかし

ら。８８と矢印が眼に入る。数字を追って順番に拝観

する。順番を探しながら尐しずつ登る。仏様のどの帽

子も新しい感じ。上のほうに人影が見えたのでそこま

で登りつめる。そこは幅１ｍくらいの歩道、その向こ

うは立派な住宅街。お不動様を背にして前方に真っ直

ぐの道は、高幡山の尾根。両手を広げて左手の斜面の

水は程久保川へ、右手の斜面は北野街道に通じる。水

は街道の下を通って何処に行くのだろう。尾根の終る

ところに階段が連なって急降下する。途中に小さな公

園があり、そこから北野街道に出る。岩の塊があり整

地されていないようだ。斜面の中間あたりには小さな

池のような水たまりもあった。 

程久保川から高幡台に上がる坂道を登る大変さは皆

経験済み。三中の方から高幡台団地の外周道路を歩い

た時は足がすくむ思いでした。歩道にはノリも傾斜も

なく、あまりの高さに下を見ていられないくらい。下

に人が沢山いたが遠くに小さく見え、大人か子供かも

わからない。こんな身近なところにこんな険しい自然

があることに驚く。 

そうして一月半ほど過ぎた頃、暗くなってから、疲

れてやっと家に着いた時、夫は怒鳴るような声で｢こ

んなに暑くちゃやってられないよ｣と爆発したのだ。

｢そうね｣と応えるだけ、もう限界かもしれない。 

翌朝、使わないで片隅に追いやられていた自転車(?)

が部屋の真ん中に置いてある。「面白いテープを聴き

ながら漕ぐと眠くならないよ」と、文字盤の数字を気

にしているので、目標を立てているのかもしれない。 

短い期間の散策ではあったが、私達が歩いた高幡山

から私の住む百草まで、住宅開発等で分断されてはい

るものの、こんなに素晴らしい里山がこの地域に残っ

ていることは何と希有で貴重な存在か、地域の宝と改

めて感謝の思いです。 

私の夫は環境問題や緑地保全には門外漢ですが、倉

沢里山をこのように残してもらえたことは、碑を立て

るにも価すると言っています。私も全く同感です。 

これからもみんなで倉沢里山を愛し、大切に守って

頂きたいと、心から願っています。 

収 穫 は 大 き な 喜 び収 穫 は 大 き な 喜 び収 穫 は 大 き な 喜 び   
今尾順太郎 

倉沢里山近郊の住宅地に住み始めて35年になりま

す。最近まで隣地に杉野学園のグラウンドが広がり

自然に満ちていましたが、今ではいろいろな開発が

行われ大切な自然が消失してきています。 

そんな中、近隣に倉沢里山の自然が昔ながらにその

まま保存されていることはすばらしいことです。 

昨年８月近藤秀樹さんから、倉沢里山を愛する会が

ボランティアで倉沢地区一帯の自然保護活動をして

いること、その一環として会員の皆さんが畑の管理

もしていること、そして今回アリスの丘ファームが

新たに工場跡地をアリスの丘Ⅱとして畑を拡大し、

そこを管理する新たな会員を募集する予定であると

の説明を受け、即入会を決意しました。 

9月上旬にボランティア活動に初めて参加をしまし

たが、多くの会員の方々が楽しそうに作業をされて

おり、また終了後野外での自然食材を活用した食事

はたいへん美味しかったです。 

11月頃か

ら畑の開

墾を開始

し、三 浦

さんに畑

の土留め

用にと竜

のひげを

いただき

一緒に植

え込みま

でしてい

ただきました。またいただいた麦の種をまいたとこ

ろ今年の6月上旬には生育し、野菜の根元の保湿用に

活用することができました。 

お隣の棚橋さんや近藤さんからはお会いした折に適

切なアドバイスをいただき大いに助かっています。 

12月頃蒔いたさやえんどうと小松菜は、越冬し今年

の春先に収穫することができました。 

3月下旬にジャガイモと里芋、5月初めにキュウリ・

トマト・ナス、下旬にはとうもろこし・ピーマン・

ピーナッツを植え、6月初めに最初のキュウリが収穫

できその後トマト・ナスが次々に収穫できたことは

大きな喜びでした。 

７月上旬には孫たちと一緒にジャガイモ掘りを行い

数多くのジャガイモが収穫でき、孫たちはとても良

い体験ができたと大喜びで、畑での作業と成果は想

像を超えるものでした。早朝から畑に出て耕作をす

ることは、健康的で良い運動にもなり気分は爽快、

２時間くらいはあっという間に過ぎてしまいます。 

畑はまだ始めたばかりの素人ですが、楽しみながら

永く続けていきたいと思います。 

今後とも周りの皆さんからはいろいろなアドバイ

ス、ご指導をいただくことがあると思いますが、よ

ろしくお願いします。 
三沢の高台から高幡方面を望む 
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７～９月の主な活動報告 
7/25(土) 子供草木染め教室 藍の生葉染やクララ、

ムクノキの染液で染色。大人も多数 18名参加 

8/20(金) 植物保護のため作業前のマークつけ（4名） 

8/21(土) 万蔵院台緑地の栗林、長久保緑地、第一緑

地の崖地、機械刈り、手刈り。オープンサンド、アリ

スの丘の梅ジュース、ブルーベリー他（52名参加) 

8/28(土) 幹事会 15名出席 外部見学者への対応、

10周年記念パーティーの打ち合わせ他 

9/3(金) 東大和から見学打ち合わせ4名、幹事5名出席 

9/17(金) 植物保護のため作業前のマークつけ（3名） 

9/19(日)アリスの丘ブルーベリー畑のネットの取り外

しと草取り。長久保緑地、万蔵院台緑地と崖面の草刈

り。第２緑地の手刈り。焼きそば、梅ジュース、栗の

渋皮煮、ハグラウリの漬物（51名参加） 

9/21(火) 市民による都市農地研究会、27名見学 会

長、事務局他幹事4名が対応。アリスの丘と緑地見学 

9/25(土) 草の根市民基金ぐらん報告・交流会（早稲

田）会長、事務局長出席 他団体との交流もしました 

9/29(水) ＪＡ総研の取材 会長、事務局2名対応 

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 

各回とも集合１０：００ 炭焼小屋広場 雤天時翌日 

(今年度は、全て午前の活動です。お間違いなく) 

10月10日(日) 下草刈り けんちん汁 

11月13日(土)  10周年記念パーティー 下記参照  

11月27日(土) 下草刈り 焼き芋 

12月11日(土）落葉掃き 中華風椎茸スープ 

12月22日(水）落葉掃き おやつを用意します 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆百草ファームの大木さんのご厚意で牛糞堆肥を頂け
ることになり、ダンプでアリスの丘へ搬入までして頂
いています。また倉沢に新しく開店したパン屋さん
「ユッカ屋」さんからは薪窯の草木灰を頂いていま
す。雑木林の腐葉土と同様、どちらも地域のエコ循環
の実践になっています。ありがとうございます。  
会員の皆様も機会があったらお礼を言って下さい。 

☆記念パーティーのビンゴゲームの賞品になるものを
募集しています。できれば 11月 10日まで随時事務局
へ。みなさまのご協力をお願いします。 

活動開始10周年 ・・・あれから10年・・・ 

記念パーティーのご案内    

★倉沢里山を愛する会が活動を開始してから10年が

経ちました。この日ばかりは作業はありません。記

念のパーティー、みんなで楽しみましょう。 

★お餅つき、芋煮、サラダ、ケーキ、アルコール・

ソフトドリンク、ビンゴゲームなど盛りだくさん。 

★10年の歩み・倉沢の四季・昔と今等のパネル展示 

日 時 １１月１３日（土） 雤天翌日 

炭焼き小屋広場 11時開会～15：00頃まで 

※当日の準備は９時頃から始めます。 

持ち物 会のバンダナ、あれば折りたたみの椅

子等をお持ち下さい。省資源・環境保護の

立場から、いつものとおり“ＭＹ食器”(お

椀、箸、お皿、カップ等)をご用意下さい。 
★前日・当日のお手伝い頂ける方、大募集。10月10日

までに事務局までお申し出頂けると幸いです。 

★今回は、倉沢里山を愛する会の会員とご家族、招待

者に限らせていただきます。（参加費は無料） 

★アルコールを飲む方は徒歩かバスでお出で下さい。

ノンアルコール飲料も用意。後片付けは全員でね。 

倉沢歳時記倉沢歳時記倉沢歳時記・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ 栗拾いの季節栗拾いの季節栗拾いの季節                  

國分 知子 

９月１日(水)、朝７

時から今年の栗拾いが

始まりました。 

１日のうちで朝１０

時くらいが、光合成は

最も活発になるという

ので、倉沢に行く時や

庭に出るのはこの時間 

と決めていましたが、今年の夏の午前１０時は、暑

さが厳し過ぎます。健康のためにも日の出と共に目

覚め、７時に里山へ。 

この作業の主な目的は、緑地管理作業の邪魔になら

ないよう、そして緑地をきれいに維持するためにイ

ガを片付けることにあります。そして、折角のおい

しい栗、しかも種実類は、命の源ですし、種実類に

含まれるカリウムは、体内の塩分を排泄する働きを

してくれますから、私達高齢者には、とてもよい食

材です。今年は、日本栗のホクホク感が味わいたく

て、大きい栗だと、２０分から３０分蒸して２つに

割り、軽く塩をかけてスプーンでいただいています

が、理想通りのホクホク感に秋の幸せを堪能出来ま

す。元気に老いるコツに、運動、深呼吸、カリウム

を摂取する、ストレスを溜め込まないというのをよ

く聞きますが、栗拾いはそのすべてを満たしてくれ

ます。ストレスは呼気といっしょに山の中で吐き出

せば、木々の緑が光合成によって、新鮮な酸素に換

え、心を癒してくれます。また栗の皮やイガは分解

には時間がかかりますが、いい腐葉土になります

し、土に入れると空気の溜まり場ができますから、

土の活性化にも役立ちます 

分解に時間のかかるものほど、生命活動にエネル

ギーが投入されていますから、いい腐葉土になると

私は考えています。庭の草木に勢いがなくなると、

これまでは、カブトムシのフンを入れて元気を回復

させていましたが、今年は栗の皮やイガも腐葉土に

して、土壌の活性化に役立てます。 

１０年前、この倉沢で緑地保全を始めた時は、「木

漏れ日」の美しさが、何よりの魅力でした。最近は

土壌の微生物やミミズを始め、母なる大地、土の神

秘にすっかり取りつかれています。 

栗拾いは、９月末まで毎日つづきました。 

この活動は、2010年度一般財団法人セブン・イレブン記念財団の公募助成を受けています。 


