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な役立つ知識を教わり、一緒においしい豚汁・お漬物

などを頂いているうちに里山の環境作りの楽しさ・大

切さを感じて参りました。私が不勉強のため、畑の企

画、土作りなど妻に負うところ大ですが、周りには先

生方が多勢いらっしゃるのでなんでも参考にさせて頂

きながら微力ですが環境作りに寄与したく思います。

エンドウやキュウリの収穫体験をさせてあげた孫たち

に将来尊い思い出になりますように・・・。 
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里・山・の・畑・で里・山・の・畑・で  
田渕 五郎 

私たちは約３０年千葉方面で暮らしていましたが、

日本信販住宅地に住む義父母の高齢化に伴ない、その

うち少しでも近くに移ろうと考えていました。実は同

住宅地には義姉夫婦が早くから住んで面倒を見て下

さっていたのに甘えていたとも言えます。残念ながら

義父が天寿を全うし（９９歳）、私がサラリーマン生

活を終えたのを機に、平成１５年千葉から稲城市に

引っ越してきました。お蔭で義母の晩年の介護や入退

院に少しは役立つことができました。その頃義母邸の

庭に２～３畝耕して野菜を作ってみたのが私たちの土

に親しむ初体験でした。 

しかし俄仕込みの土作りでは成果は無残で野菜つく

りの難しさを思い知らされました。 

その庭には周囲から竹笹の根がしぶとく侵食してき

て、普通の雑草と絡まり合って大変でした。敷地内の

かなりの量の落ち葉だけではとても足りず、市販の腐

葉土、有機肥料などで補っても大して効果はありませ

んでした。今にして思えば。、週に２～３回片手間に

草抜きや散水にやってくるくらいでは植物に愛情が伝

わるはずはありません。 

そのうち義姉（伊地知仁子）から倉沢里山を愛する

会の活動の模様を教わり、「落ち葉堆肥」主体の姉の

畑を実地に手伝ってみてなんとなく大自然の循環の一

端を感じる思いがしました。特に共同堆肥場に自然育

成しているカブトムシの幼虫の元気そうな姿を見た

り、春の森のアチラコチラに聞こえるウグイスの声を

聞いて里山を共に生きる喜びを覚えました。 

ファームにささやかな一画を許されてからはできる

だけ姉の指導に従い、なるべく落ち葉堆肥主体の土つ

くりに心がけました。義兄からスコップを使うコツ、

腰・膝を傷めない心得など教わり

ました。・・・・教わった以上に

深く耕したつもりなのに「三つ足

大根」ができたり、間違った剪定

で折角の苗を台無しにしたり、

等々初年度は失敗続きでした。 

それでも倉沢里山での会員活動に

参加して会員の皆様の自然体での

働きぶりに接し、休憩時には色々 
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愛する会に入会して愛する会に入会して  
藤本きよ子（新入会員） 

４月から参加させて頂

いています。 

「倉沢里山を愛する

会」がどのような活動

をしているかは詳しく

は知りませんでした

が、田村はる子さんと

の会話の中で里山のこ

とを耳にして、なんだかとても興味が出てきました。 

何回か会の作業を手伝わせてもらううち少し分かり

始めました。今までこのような会があることすら知ら

ずに来ましたが、里山で自然と関わるようになり何だ

か心豊かになった気がします。 

これも「里山の力」かな、いや「自然の地から」か

な？それに皆さん初めての私に気さくに話しかけて下

さったり、「ＮＰＯ花咲き村」見学の帰り、雨になっ

た時など「車で送りましょうか」と声をかけて下さっ

たりと、心優しい人達ばかりでうれしくなります。 

あと、皆さん実に良く植物のことに詳しいこと、例

えば名前はもちろん、食べられる物、毒があるもの、

薬になるもの等々よく知っておられて感心するばかり

で、無知な私には毎回勉強になります。だから皆さん

の会話が聞こえるとつい耳がダンボになってしまい、

話が聞こえるところに引き寄せられてしまいます。 

里山での楽しみは他にも沢山ありますが、何といっ

てもその季節の花や実が見られることでしょうね。一

つ一つの花の何と可憐なこと。里山に入り作業をし植

物の生長の手伝いをすることに対して、里山は植物の

花を咲かせ実をつけて、私たちを楽しませてくれるの

だと私は思います。先日の実山椒の摘み取りもそのひ

とつでしょうか。入会早々ラッキーでした。 

これからも作業をしながら皆さんの話に耳を傾け情

報を収集していきたいです。次回はどのような景色に

出会えるでしょうか楽しみです。それと前回の作業の

後のミネストローネ、ハーブ茶、サラダ等々とても美

味しかったです。ありがとうございました。 

定年退職して新たな試み 
田村 豊 

今年３月末で定年退職をしました。少し時間的な余裕

ができたので、今年から１つでも新しい作物の栽培に

取り組みたいと考えています。還暦を過ぎたので１年

に１つ新種にチャレンジ。来年は１つ歳を取り(除

く)、５９歳と毎年若返るとの考えで一つでも新種にと

思いを寄せています。(里山の方からの受け売りですが) 

今年は、高級食材のえび芋に挑戦しています。やっと

芽が出てきたので、第一段階はよし。６月６日の朝、

畑に行き観察してきました。週に２～３回畑で作物に

「声」をかけ、「足音」を聞かせています。 

きゅうりも「しゃきっと」を植えてみました。勤務し

ていた地域の方に「しゃきっと」は美味しいよと教え

られたので今年の新種の一つに加えてみました。ただ

いま観察中です。美味しければ来年からの定番にと考

えています。また、毎年の定番になりつつある作物

は、足音が耳障りなのか未だ地中で居眠りに浸ってい

るようで、もう少し足音を響かせながら観察にいかな

ければと思っています。自宅では、日除けと収穫を兼

ねて「パッションフルーツ」を植えてみました。日陰

になるにはまだまだ時間がかかりそうです。 

里山の会に入会してもう１０年以上経つのでしょう

か。風の丘の畑をお借りしてからですので。定かでは

ありませんが。その間、いくつかの失敗がありまし

た。一夜にして枯れてしまったことがあり、原因を考

えてみましたが、よくわからず諦めました。それから

は、水のやりすぎ、肥料のやりすぎに注意するように

なりました。こんなこともあり、定年を機に新種に挑

戦しようと思いました。 

今年は、上手に栽培する(枯らさ

ない)、収穫量を増やす、年間を

通じて収穫する、新種を栽培する

(収穫も)をテーマにしています。

園芸店、花屋さんを覗きながら第

２の職場に通っています。何か目

的をもって帰宅途中に寄り道して

くるのが最近の行動パターンにな

りつつあります。 

鴇鴇鴇 ( と き )( と き )( と き )と里山と里山と里山   
庄司 清海 

佐渡の鴇に待望の雛が孵り、原野で巣立ちをして

いるというニュースが伝えられています。再生、鴇

の親子が大空に舞飛ぶ姿を私達が眼にすることがで

きるのはいつ頃のことになるでしょう。待ち遠しい

ものです。人間が我欲で自然界に働きかけ続ける

と、環境の変化に適応出来ない生き物は死滅し、再

生は不可能なようです。自然界の共存を保つ、地域

の里山保全活動には以前から関心はありましたが、

私の借りている畑の向かい側が「倉沢里山を愛する

会」であるとは知りませんでした。隣の畑の石塚さ

んの紹介で入会した次第です。参加して感じたこと 

は、里山の保全・維持が、生き物の総てに潤いと気

力を与え生態系を守る大変大事な事業であると、改

めて考えさせられました。会員皆さんの生き物や草

花に対する知識が深く、やはりその趣旨にそって参

加されているボランティアの方々であるとつくづく

感心している次第です。佐渡の鴇が絶滅した生き物

の再生の原点ならば、里山は生き物の絶滅を阻止す

る最後の砦であると理解し、子供達への啓蒙の場が

有れば、里山の大切さを伝えていきたいと思ってい

ます。私自身リタイアの高齢者で、知識や技能もな

く、下草刈りしかできませんが、作業後の「おいし

いものを戴ける」ことを楽しみに、又ゴルフの芝刈

り仲間にも入れて頂いたので、「草刈専門」に体の

続く限り続けたいと思っています。 
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役立つものを選びまし

た。 

加えて、毎年6月の講

座「市内のボランティ

ア団体の視察」は「倉

沢里山を愛する会」に

もお邪魔して、峰岸会

長や田村事務局長から

会の活動などの説明を丁寧にして頂いており、感謝し

ているところです。講座が第３期目に入ったころ、

1、2期の卒業生を中心に「南丘雑木林を愛する会」、

その秋には「真堂が谷戸蛍の会」そして数年後には百

草山を管理する「団塊世代の会」の各団体を立ち上げ

ることが出来ました。しかしながら、講座の卒業生が

既存の雑木林ボランティア団体に入って活躍している

人数は、未だ少ない状況です。今後の目標は、卒業生

の大半が日野市のどこかの雑木林ボランティア団体に

加入してくれることです。 

かつて、イギリスでナショナルトラストの雑木林ボ

ランティアに妻と８日間参加した折、イギリス人に一

番聞きたかったこと「どうしてボランティア作業に参

加したのか？」の答えは皆口々に「汗を流し、楽しい

からやっているんだ」。まさに講座の中で私が「ボラ

ンティアは人のためではなく、自分のためにやってい

るんだ」と言い続けていることと同じだと、勝手に解

釈しています。 

家族で参加しました 
滝柳英一・まき子(新入会員) 

「明日13日(火)の午後3時ごろが、都合がよいので

すが・・・・」 

今年3月12日(月)に初めて「倉沢里山を愛する会」

の事務局にメールを送った。内容は「里山の仕事や農

業･自然のことを学びたい。ついては、現地を見学し

たい。都合のよいのは明日の午後だ」という、なんと

もあつかましいものであった。事務局長の田村さんか

らはその日のうちに返信をいただいた。「どうぞ」

と！！早速、翌日、妻まき子と2人で倉沢に出かけ

た。田村さんは丁寧に会の経緯と活動を説明し、里山

を案内してくださった。子供の頃に遊んだ雑木林と違

い、きれいだった。会員の方たちは本当に里山を愛し

ているんだなあと感じた。その日のうちに、妻、次

女、長男そして私の4人で入会した。 

 3月１８日(日)に里山の落ち葉掃きに参加した。約９

０分で、たちまち落ち葉

の山がいくつも出来た。

その後食べたニョッキの

入ったお汁粉がおいし

かった。作業中に料理班

の会員の方が用意し下

さった。５月１９日(土)

はカマを使って草刈をし 

た。生き物に詳しい女性が

いて、いろいろとお話を

伺った。この方のウエスト

ポーチから出てきた図鑑は

なんと毛虫の図鑑であっ

た。作業後、ミネストロー

ネをいただいた。あらかじ

め、おにぎりとお茶を持っ

てきて林の中でお昼ご飯を

食べた。大変おいしかった。解散後、事務局長の田村

さんの奥様はる子さんから「肥料におからを貰ってあ

るので、持って行って畑に撒くといいですよ」と言わ

れた。車だったので、ありがたく、２袋（３０キロく

らい?）いただいた。現在、畑の隅に落ち葉と混ぜ

て、黒いビニールで包んである。よい堆肥が出来るだ

ろう。肥料といえば、百草の谷戸で畑が出来ることに

なった。田村さんから４月２１日（土）午後１時に

メールを頂き、例によって、その日の午後３時に場所

を見せていただき、その日のうちにお借りすることに

した。半分は最近耕した土地で、半分は笹薮である。

まず、最近耕した方から手を付け出した。そこも笹や

葛が侵食しているが、同時に何年か前の堆肥や牛の糞

も入っている。かぼちゃ、ジャガイモ、ナス、トマ

ト、枝豆、インゲン、サツマイモ、花豆・・・少しず

つ次々と植えた。花も植えた。いよいよ、笹薮を何と

かしなければ・・。今日もガビチョウ（画眉鳥）がや

かましく鶯のまねをしている。 

環境情報センター 笹木 延吉 

 人間の暮らしに、関わりが薄くなって放置されたま

まになっている雑木林は、わずか50年前まで、私たち

の暮らしにかけがえのない大切な場所でした。 

 そんな雑木林を元気にして守っていくには、どうし

たらよいか思案に暮れていた8年前のある日、友人の

中尾さん（倉沢里山を愛する会所属）が、当時私が勤

務していた日野市環境緑化協会を訪ねてきました。雑

木林の将来について、熱い議論を交わしているうち、

「明るく健全な雑木林を維持管理し、次世代に引き渡

すのは私たちの責務、専門的な知識や技術を習得した

雑木林ボランティアを育成して自然保護団体に送り込

んだり、新しい団体を立ち上げたりするシステムが何

としても必要。」その為、市民団体と日野市が協働で

雑木林ボランティアを育てるための「雑木林ボラン

ティア講座」開催しようと意見が一致しました。 

そして、翌年の2005年5月には、第１期のボランティ

ア講座を立ち上げることが出来ました。講座内容は、

雑木林の学習、管理

の実習を中心とした

もので、植生、腐葉

土づくり、鎌・鋸の

使い方、刈り払機、

チェンソーの実習

等、雑木林の管理の

全体が学べ、すぐに 

明るく健全な雑木林を次世代に!!    日野市雑木林ボランティア講座 
８期を迎えた 
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４～６月の主な活動記録 

4/18(水) 2011年度の会計監査実施 

4/22(日) 春の見学・散策会、日の出町のＮＰＯ法人

花咲き村を訪ねました。(22名参加) 

5/14(水) 草刈り準備・保護植物のマーク付け(10名) 

5/19(土) 万蔵院台・長久保緑地の草刈り他(ミネス

トローネ・62名参加) 

6/4(月) 万蔵院台緑地で実山椒摘み(11名参加) 

6/13(水) 草刈り準備・保護植物のマーク付け(6名) 

6/16(土) 日野市雑木林ボランティア講座の受講生約

30名が見学に来訪。 

6/17(日) （雨で１日順延）第１緑地、万蔵院台緑地

南赤道、北側道路沿い崖面他草刈り・枝おろし他

（トン汁・41名参加） 

７～９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１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日 

（緑地の状況により内容を変更する場合があります） 

7月15日(日) タラの丘、第１緑地北崖面草刈り他 

（中華風スープ）（9:00～刈払機の基礎講座） 

8月25日(土) 万蔵院台栗林・長久保緑地ほか草刈り、他

(サンドウィッチ他)(9:00～刈払機の基礎講座) 

9月16日(日) 長久保・万蔵院台・第１緑地草刈り、その

他（焼きそば）（9:00～刈払機の基礎講座） 

※ 各回の数日前に保護植物のマーク付けを行います。

ご協力をお願いします。 

※ 夏～秋にかけてはスズメバチが活発に活動します。

なるべく白っぽい服装でおいでください。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆アリスの丘に隣接する菜園パークの水道については
持ち主の好意であっても使わないようお願いします。
菜園パークの組合内で問題になったと聞いています。
トラブルがないよう留意して下さい。 
☆高幡の三河屋豆腐店からおからを頂いています。毎
週月曜日に梅の木の下におきますので、ご自由にお使
い下さい。（百草ファーム（大木牧場）の牛糞も） 
☆アリスの丘の各区画の周囲の雑草は種をつける前に
刈って下さい。 
☆アリスの丘の駐車場の道路の西側部分は、できるだ
け軽自動車かそれに準ずる小型車を駐めて下さい。普
通車は道路の東側（ポストのある方）又は第１緑地駐
車場にお願いします。（道路通行の妨げにります） 
☆八王子市民放射能測定室で放射線量を測定してもら
いました。アリスの丘の畑の土から 157 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg、
万蔵院台の落ち葉、腐葉土からは 100 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg前後
のセシウムが検出されましたが、そこでできた作物か
らは検出されませんでした。（いちご、ニラ、カモ
ミール、ドクダミ）  井戸水も不検出でした。 
☆７～８月にアリスの丘の東側道路の退避所設置工事
が行われます。工事期間中は通行が制限されることが
ありますのでご協力下さい。なるべく第１緑地駐車場
に止めて下さい。 

 山椒摘みに参加して 
朝山 恭 

年に４、５回、９２歳の京都の母宅へ様子見に行

く。楽しみは、母が作るちりめん山椒である。熱いご

飯で食べると何ともいえない。祇園新橋で買うと僅か

80㌘でなんと1050円もする。 

事務局から、アリスの丘での山椒摘みのメールを

貰った。直ぐにちりめん山椒が浮かび、喜んで参加し

た。参加者は11名で、男性は事務局の田村裕介さんと

私だけであった。 

蚊に刺され棘が手に引っかかり痒

さと痛さを感じながら、山椒の香ば

しさにうっとりしひたすら実を摘ん

だ。あっという間の１時間だった。 

帰宅したら右手首は蚊に刺され腫

れており、右手の甲は山椒の棘で

引っ掻いた赤い筋が何本もあった

(左手は虫除けリングの効果で刺されなかった)。で

も、お金では買えない充実したひと時であった。 

この機会に山椒を調べてみた。 

落葉樹林に自生する落葉低木であり、傾斜地など水

はけの良い腐葉土の肥えた地勢を好む。木の芽は緑が

鮮やかで香りが良いため、焼き物、煮物など料理の彩

りとして添えられ、また吸い口として用いられる。使

う直前に手のひらに載せ、軽く数度叩いて葉の細胞を

潰すと香りが増す。特に筍との相性が良い。 

また、木の芽を味噌と和えた「木の芽味噌」は、木

の芽田楽、木の芽和えや木の芽煮の材料となる 

中国では、四川料理で多用される。煮込み料理、炒

め物、麻婆豆腐などに果皮を加えて風味をつける。乾

燥粉末を料理の仕上げに加えると、四川料理の特徴と

いわれる舌の痺れるような独特の風味が得られる。 

果皮は薬としても用いられる。漢方で「花椒」は蜀

椒とも呼ばれ健胃、鎮痛、駆虫作用があるとされ、大

建中湯、烏梅丸などに使われる。 

緑地の山椒は、植物保護チームの皆さんが植えたも

のである。（皆さんに感謝！）しかし、ところどころ

草刈り機で刈られてし

まっているところがあ

る。ついつい綺麗に刈

ろうとするあまり、保

護しなければいけない

草木まで刈り取ってし

まっているようだ。来

年も山椒の素晴らしい

香りを味わうためにも、今後大いに反省して草刈り機

での作業は注意して会の活動に参加しようと思った！ 

※いつか会員の皆様と山椒摘みを楽しみたいという思い

で発足当時小さな苗を植えたのが始まりです。という

のも山椒摘みは母との想い出や、母のつくだ煮の味が

忘れられないからです。今回 12 年目にして初めてその

願いがかない実山椒摘みが実現しました。木は背より

も高くなり沢山実を着けていました。来春は葉山椒摘

みもできそうで、今から楽しみです。(事務局・田村は) 


