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大根作りに思いをよせて 
鈴木 清次 

 倉沢里山を愛する会に入れ

て頂き、早や６年目になり

ました。家の近くに四季

折々の自然がいっぱいの里

山と、素晴らしい会員の

方々にかこまれて、定年後

の日々を楽しく過ごさせて

頂いています。 

畑での野菜作りの難しさ

を、何年たっても思い知ら

されているところです。私の失敗談を聞いて下さい。 

まず、葉物野菜は虫に食べられ穴だらけ、ダイコン

は抜いてみると二股は良いほうで、三股～四股になり

惨めでした。 

トウモロコシは、収穫間際に台風で倒され、残りは

歯ぬけと虫食いばかり。 

枝まめは芽が出ないので掘ってみると種を鳥に食べ

られたらしい。 

さつまいもを掘ってみると、根っこだけで芋になっ

ていない。 

こんな状況をベテランの方にお話すると、親切に教

えてくれるので次の参考にさせて頂き、おかげで失敗

も少しずつですが少なくなってきたように思います。 

まだまだ失敗は沢山ありますが、このくらいにして

おきましょう 

我が家の食宅の定番はおしんこです。特に私がこだ

わってるのが沢庵ダイコンです。 

私が子供のころ、母が大きな桶で作り食べさせてく

れた素朴な味の思い出です。 

それを私の子供や孫にも食べさせてあげたいなあと

思い、まずはダイコン作りですがこれが大変でした。

漬け込みやすい、形の良いダイコンが作れず、毎年悪

戦苦闘してます。 

今年こそは真直ぐで一本足のダイコンでありますよ

うにと思い、９月始めに何回も畑を耕し、種をまき、 

間引きも終わり、成長を待つばかりです。 

どうなりますか、抜いてからのお楽しみです。 

これからも体力の続く限り、里山保全活動の草刈

り、落ち葉掃き等も一生懸命やっていきたいと思って

います。 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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 皆様昨年の作柄はいかが

でしたでしょうか。 

いつものことですが良かっ

たことはすぐ忘れ、天候に

はあまり恵まれなかったこ

とばかり思い出します。台

風の風で長芋の蔓を支える

支柱が折れたり、湧き出し

た水の行き場がなくなって

冠水するなど、道の拡幅工事の影響もありました。そ

れでもこの秋にはいろいろな物が収穫できテーブルに

載り、いつも無口で食べている家族に少しは話題を提

供してくれました。土からの贈り物に感謝です。 

その土もただでは贈り物をしてはくれませんね。

ホームセンターで高価な肥料を買い、土にもたっぷり

与えた栄養との交換ということでしょうか。一昨年は

牛糞に落ち葉、オカラ、オガ屑、糠さらに鶏糞まで加

えて、１年半かけて天地返しを繰り返し、熟成させま

した。牛糞やオカラは塊が出来てしまい、混ぜるのは

大変な重労働で、１時間ももたずギブアップすること

もしばしばです。驚いたことに、こんな中にカブトム

シの幼虫がいたんですね。かなりの数を炭焼き小屋近

くの落ち葉の中に移してあげました。この堆肥、この

ままでは使い物にならず、乾燥させるのがまた一苦

労。少ずつ袋に入れて運び出し、狭い我が家の庭やテ

ラスの下にビニールを敷き天日干し。これがなかなか

乾燥しないもので、塊をほぐしながら空には雨降るな

と祈り、乾燥できたものからふるいにかけて、出来上

がった肥料は２２０袋ほどです。１袋約１２Ｌほどで

したから全部で２,６００Ｌを超える量があったこと

になります。皆様のご協力で完売となりましたが、効

果のほどは如何だったでしょうか。ホームセンターな

どで購入しても畑まで運ぶ手立てのない皆様の応援に

なったでしょうか。また少しは会に貢献できたかな？ 

完売後、その跡地に落ち葉と牛糞だけで再挑戦して

みました。オカラは塊がなかなかほぐれず、オガ屑は

分解まで時間がかかりすぎること、糠は大量の虫が湧

きやすいなどの理由から落ち葉だけにしてみました。

持ち出されて利用された方いらっしゃると聞いていま

すが、効果がありましたか？落ち葉の量が少なかった

ため失敗作となってしまいました。 

なんてたって下の方は泥のような状態に「じぇじぇ

じぇっ！」 

とてもこのまま畑に入れることはできません。前年

同様、乾燥させるのは大変なことでした。体力も衰え

この失敗から今年は止めようと思っていたのですが、

百草団地で落ち葉を入れた袋を見かけると、なぜかま

た作りたくなる衝動に駆り立てられます。困った性分

です。 

過去２回の反省、①牛糞が多すぎたこと、②牛糞に

は多量の水分があって底に溜まってしまうこと、③落

ち葉が少なかったこと、を踏まえ、まず底に古いコン

パネを、奥が高く手前に低くなるように敷きました。 

里山の牛糞堆肥作り・糞(奮)闘記   里山の牛糞堆肥作り・糞(奮)闘記   里山の牛糞堆肥作り・糞(奮)闘記   三 浦 紀 三 雄三 浦 紀 三 雄三 浦 紀 三 雄   

傾斜を作れば牛糞からの水分が浸み出してくるのでは

ないかとの浅知恵です。早速百草団地から落ち葉が

入った袋を車に積み込み、牛糞置き場隣の指定席

（？）にバサーッ。一回で運べる量は車が小さいので

３～４袋程度。 

これを下敷きに、薄く落ち葉が隠れる程度に牛糞を

撒き散らし、その上にまた落ち葉３、４袋を入れると

いった具合です。これを繰り返し、現在４層の牛糞と

落ち葉のサンドイッチといったところでしょうか。牛

糞の重みで少しずつ沈んでいきますから、追加用の落

ち葉も確保しました。落ち葉は分解してしまえば僅か

な量にすぎません。うまく牛糞と混じってくれればい

いのですが・・・。かき混ぜる作業はとても無理です

から、自然の力をお借りしなければなりません。 

と、いえば聞こえはいいのですが、要するにほった

らかしです。太陽と雨がうまく分解してくれて、これ

でいい肥料になることを期待するのはムシが良すぎる

でしょうか。枠いっぱいに落ち葉と牛糞を積み上げた

らもうしばらくやることがありません。達成感という

よりやることが無くなって何かを失ったような気分で

す。これもひとつの「あまロス症候群」かもしれませ

んね。牛糞とあまちゃんを一緒にしては能年ちゃんが

可哀そうか。 

１２月の里山の活動で落ち葉掃きをし、堆肥床に入

れました。これもほぼ１年間自然に任せた腐葉土です

よね。私も少し頂戴して畑に撒いていますが、冬に落

ち葉を入れた時は山盛りなのに、翌秋には僅かな量に

なってしまいます。同様に牛糞置き場の横に作った堆

肥も、今はいっぱいですが秋には僅かな量になってし

まいます。 

ところでこの牛糞置き場はいつの間にか野菜屑など

の捨て場になってしまいました。なかには折れた支柱

や、使用済みのマルチの残骸、壊れたポリバケツまで

捨ててあります。話題がそれてしまいましたが、いっ

たい誰が最終処分をするのでしょうねぇ。 

野菜屑ならまだ土に戻りますが、プラスチックやビ

ニールはどうにもなりません。肥料を作っている場所

だからこそ余分なゴミは持ち帰っていただいき、里山

らしい場所にしたいものです。このような場所が有効

活用できれば、皆さん自身で熟成した牛糞堆肥を作れ

ると思うのですがいかがでしょうか。時々第一緑地、

長久保緑地そして炭焼き小屋のある緑地の散歩を兼ね

ゴミを拾います。道路沿いの斜面や溝にある空き缶や

ペットボトルは

ポイ捨てが多く

諦めています

が、林の中にま

であるのはどう

してでしょう

か？？ 

何か釈然とし

ない気分での散

策です。 
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鹿肉、鶏肉、卵、チーズ。

事務局で用意してくれまし

た。一昨年に続いて２度目

でしたが、事務局と國分さ

んの応援をいただいて、こ

の秋も「炭焼き小屋」のあ

たりでの作業でした。 

チーズは５０度を超える高温では溶けてしまいます

から、段ボール箱を使っての「温燻」。他は「熱燻」

…。卵は深型の鍋二つで、鹿と鶏は半切りのドラム缶

を使います。 

ドラム缶を利用するというのは、私たちのオリジナ

ルです。まず、錆穴が開いてしまっている箇所を補修

してから、そのままストーブの上に載せます。底に燻

煙を発生させるためのサクラの細片を適当量敷きま

す。その上に、レンガを使って三段の網棚をしつら

え、その一段目には、垂れ落ちる油を止めるための受

け皿を、二段目に鹿肉を、三段目には鶏肉を置き、ド

ラム缶の蓋を被せます。 

 ストーブの熱を受けてサクラの細片がいぶり始め、

煙がドラム缶に充満して煙燻が始まります。薪ストー

ブなので火力の調節が難しく、一定の温度を保つのは

大変です。「いま、120度でーす！」「130度でー

す！」と國分さんが温度計を読んでくれます。「よー

そろ！」となんだか潜水

艦長になったような気分

でした。 

 およそ２時間後の出来上

がり具合は・・・・煙が

たっぷり過ぎるほどか

かって、黒くなっている 

半切りドラム缶で 燻製 in SATOYAMA      杉本 研士 

割にはもうひとつしっかり熱が通り切っていないとい

う案配。事務局のオーブンで調整していただくことに

なり、またまた迷惑を掛けてしまいました・・・。 

物は焼いて食べるのが、まず、いちばん美味しい。

それに煙を掛けると、なお美味しく感じられる。誰に

も引き継がれているＤＮＡのせいとして間違いはあり

ません。 

私たちの遠い遠

い祖先に、落雷・

噴火・立木の摩擦

などで偶然に発生

した野火の後、黒

焦げになって残さ

れた動物の肉を引

きちぎって口に入

れた最初の人が必

ず１人居ります。

目がまん丸くなっ

たことでしょう…。 

５年ばかり前の夏、南アルプスの麓でオートキャン

プをしたことがありました。子供連れの隣のテントか

ら、「うるさいでしょう」と、軽く煙をからめた茹で

卵をいただいた。その風味！かすかではあったがはっ

きりと、かつてのあの祖先の素朴な驚きが、私の血の

中によみがえったのです。それから折にふれて、燻製

というものを試みるようになりました。「ほどの良

さ」がなかなか見付けられないでいます。 

この秋の楽しい小半日でした。ドラム缶がグズグズ

に崩れないでいてくれれば、今年はもっと美味しく仕

上げます。 

(11月20日の活動日のおやつとして頂きました。) 

倉沢里山にほぼ隣接する

「なな山緑地の会」が発

足10年を迎え、11月24日

(日)に祝う会をなな山の

広場で行いました。多摩

市長はじめ、お世話に

なった方々になな山へお集まりいただき、会員を合わ

せて50数名でセレモニーとバーベキューをしました。

倉沢里山を愛する会からは峰岸会長、田村さんご夫

妻、國分さんにご参加いただきました。一緒に祝って

下さったことを、心より感謝申し上げます。 

なな山緑地の会が発足した当時は広場と山だけで、

道具もほとんどなかったので、倉沢里山を愛する会か

ら刈払機などいろいろな道具をお借りして作業が始ま

りました。そうこうしているうちに道具も揃い、１ha

だった管理地は２.９haに広がり、会員も当初24名で

したが、現在50数名となりました。これも倉沢里山を

愛する会のご協力をいただいたお陰です。 

また、ボランティアのメンバーは皆「なな山」が大 

好きです。その気持ちが続けて来られた理由だとも思

います。 

ある時、倉沢里山を愛する会の植物を見せていただ

き「ジュウニヒトエ」「カザグルマ」があるのに驚

き、すごく羨ましく思いました。またその管理の仕方

は徹底されていて大変参考になりました。その後峰岸

立枝さんはじめ、数人の方がなな山を訪れて下さり、

「ハンショウズル」「ヤマハッカ」など、私たちが気

づいていなかった植物を見つけて下さいました。また

倉沢にはない植物がなな山にあるとのことでした。こ

んなに近い場所であるにもかかわらず、植生の違いは

ほんの僅かな環境の違いによるものと驚きました。 

近くに同じ思いで活動している方々がいらしゃると

思うと、大変心強く思います。倉沢里山を愛する会の

みなさま、また

「な な 山」へ 遊

び に 来 て 下 さ

い。お待ちして

おります。 

なな山緑地の会10周年を迎えて    なな山緑地の会 中原君代  
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１０～１２月の主な活動記録 

10/13(日) 第１・第２緑地全面・長久保緑地全面の

草刈り、長久保緑地粗朶柵設置他（52名参

加）（鉄板焼きそば・梅ジュース・柿他） 

11/3(日) 万蔵院台～タラの丘草刈り、道路側崖面整

備他（56名参加）（芋煮会・被災地支援バ

ザー） 

11/20(水) 北緑地草刈り・倒木処理、ひなた緑地落

枝片付け、万蔵院台緑地落ち葉掃き（34名参

加）（里山の手作り燻製） 

12/14(土) ひなた緑地全面の草刈り、各緑地と道路

沿いの落ち葉掃き・清掃（50名参加）（参

鶏湯風スープ） 

１～３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） 

1月 8日(水) 第２緑地を中心に高木の伐採・片付け（日

野市との協働作業）、果樹の剪定他(おやつ) 

1月12日(日) 伐採木の後処理、玉切り、薪割り、ほだ木

作り、果樹剪定他（甘酒） 

2月 8日(土) 第２～万蔵院台緑地の落ち葉掃き・腐葉

土作り、他(粕汁) 

2月20日(木) 緑地全般の清掃・落ち葉掃き他(おやつ) 

3月15日(土) 作業路・粗朶柵のメンテナンス他(カレー

スープ） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆明けましておめでとうございます。昨年は里山保全
活動へのご支援・ご協力ありがとうございました。本
年も従来同様どうぞよろしくお願い致します。 
☆１１月３日の作業後に実施した芋煮会と被災地支援
バザーでは、皆様に色々な形でのご協力を頂きありが
とうございました。里山の柚子やキウィも含めて、収
益金 110,760円を、昨年同様福島県大熊町の災害対策
本部へ送らせて頂きました。 
☆１２月のメニューで「参鶏湯(サムゲタン)風スー
プ」が新登場。大変好評でした。今後の定番になりそ
うですね。皆様も新しいアイデアをお寄せ下さい。 
☆三浦さんの牛糞堆肥は、会員の皆様に分けて頂きま
したが、その際のカンパはすべて会に入れて下さいま
した。途方も無い時間と工夫と労力を注いで完成した
貴重な堆肥と三浦さんのボランティア精神に、改めて
心から敬意と感謝を申し上げます。 
☆その記事にもありましたが、特にファームの共用部
分の清掃・草取りがなかなか浸透しません。アリスの
丘は倉沢里山を愛する会のシンボルです。通路近くの
区画の方だけでなく、ファームを利用する会員皆で気
持ちの良いファームにしていきましょう。 
☆４月からの 2014 年度のご案内を２月中旬頃に致しま
す。来年度もご協力よろしくお願いいたします。 
☆毎回活動の事前に行っている保護植物のマーク付け
や、大きな行事の事前準備等も参加回数にカウントし
ています。皆様のご協力お願いします。 

面倒くさいこと 
井坪 恒夫 

 人に云われても素直に出来ない

こと、やった方が良いと思っても

やらないことが多くなった今日こ

の頃です。 

 数年前の年末、整体に毎日のよ

うに通いましたが、寝ていても

座っていても、風呂で温まっても

腰の痛みは消えず、先生に正月休

みの間を相談すると「歩きなさ

い、朝晩、ストレッチをしなさ

い」いつもの返事でした。勿論家

のことは何も出来ず肩身の狭い正月を迎えました。お

酒が痛み止めとなったのか少し楽になりましたが、

ゆっくり歩くのが限度でした。（後に、痛みに対して

身体が麻痺してくることがあると聞きました）仕方な

くストレッチを始めました。筋肉を伸ばしてから腹

筋・背筋を鍛える僅か５分程のストレッチです。里山

の活動、援農する時はやりましたが、次第に三日坊主

となりました。 

あるとき、ラグビーを見ていて、スポーツと同じだ

と気づきました。選手はスポーツをやりたい、続けた

いがために、前後のストレッチ、そしてオフシーズン

には体のメンテ、体力づくりをする。体を動かすに

は、ストレッチをやり、オフシーズンが必要と気づい

たのです。それからは、自己流も加えたストレッチを

朝晩実行、さらに歩くとき座っているとき骨盤を起こ

し背筋を伸ばすように心がけている。近年は、整体に

は年１回予防的に通うくらいで、肩こり、首筋の痛み

もない。整体に通い始めて１０年にして気づき、スト

レッチが面倒くさいことではなくなりました。 

アリスの丘ファームを利用し始めたとき、「テント

ウムシダマシが一杯いますね」、すると「手で取れば

いいのよ」、ある夏のこと「ウリハムシが一杯」、す

ると「捕虫網で一杯捕れるよ」、ファームの気軽な会

話から、昔手で捕っていたことを思い出し納得しまし

た。Ａ農家さんでの援農、初日から腰魚籠を着け、

「種のついた草は採っていかないと草は絶えないよ」

昔、草かきで苦労したことが頭に浮かび納得しまし

た。それからは、ファームに通う度に虫取り、草取り

をするようになりました。タイミング良く的確な助言

をもらい、面倒くさいことにはならなかったのです。 

ぼかし肥料作りを幾度も教わりながら、相変わらず

市販品を使っている。生ごみ堆肥作りを３年でやめて

しまい市斡旋の容器は眠っている。これらはごく一部

ですが、現在の面倒くさいことです。 

里山の下草刈り、小学校の頃は植物大好きだったの

に、刈払機でついうっかり赤テープのついた保護植物

を刈ってしまう。これは面倒というより、単なる不注

意ですが・・・。 

解らないことが解ったとき、何かを感じたとき、興

味を持ったときは自然と行動に移り楽しくなります。

その為に一人でのめり込み過ぎることなく、里山の皆

さんとお互いに発信しあい、里山活動・野菜作り・援

農を中心とした生活を長く続けたいと思っています。 


