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塙 明子 

去る４月１８日

は里山を愛する

会の会員懇親会

餅つき大会でし

た。この日ばか

りは作業なし、

と云うことで、

皆のんびりの参

加です。 

新緑の雑木林の

中に本格的な臼

と杵３本、私は

一瞬森の動物た

ちの餅つきを思

いました。 

さて、何やら嬉しそうに準備作業に走り回る男性、

餅つきなら任せてと云わんばかりに腕まくりする人、

かまどの火力、もち米の蒸し加減など自信満々に話す

人。かと思えば切り株に腰かけ、いつ食べられるか不

安気に待つ男性もいる。女性たちも大根下ろし、きな

粉、餡作り等々、手も口もよく動いて黄色い声が飛

ぶ。里山のタケノコの煮物なども盛りだくさん。 

誰か手返し出来ますかと云われ、私は手を上げまし

た。実は私の住宅地の自治会の餅つきで、１０年以上

手返し役をつとめているのです。 

つき手の方と打ち合わせ。杵を下す時「エイ！！」

と声出して下さいね。私が「ホッ」と返します、よろ

しくと。途中選手交代しながら大忙しなれど、餅つき

の音ほど平和でわくわくするのはなぜだろう。 

 何臼かついた時、

女の子がきて手返

しやりたいと云う

のです。普通はつ

いてみたいと思う

のですが、なぜ手

返しなのか、まさ

か私の中腰リズム

が気に入ったので

はないでしょう。 

最後の一臼は、前日長久保緑地で摘んだばかりのヨ

モギを入れました。香り高く色鮮やかで素晴らしい、

これぞ里山の味!! 餡を入れて包む女性たちの手もと

が待ちきれない長～い行列。ようやくありつい

て、・・・・・ああ！！うまっ!! 
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倉沢川の植物たち  －コムラサキの謎－  

 長久保緑地を北に出て

百草園への分岐点から第

１緑地までの倉沢川の、

川の流れが見える開渠部

分は実測わずか98ｍ程で

す。流量の変化はあって

もいつも澄んだ水が流れ

ています。鳥たちもよく

訪れる壁の部分（石やコ

ンクリートで頑丈に固め

てあるそんな生存に厳しい場所？）に限定して、一部

ですが、日野市全体と私たちの会の管理地の植物を考

えながら何種か取り上げてみます。(以下略記 (倉)

⇒『本会10周年記念誌』、(市)⇒『日野市高等植物目

録2007』(帰)は帰化植物、(野)は野生化した植物。) 
 

Ⓐ(市・倉とも目録にない植物)⇒1ペラペラヨメナ、2

ヒメツルソバ、3ユキヤナギ、4コムラサキシキブ 

Ⓑ(市追85帰・倉なし)⇒5ヒロハホウキギク 

Ⓒ(市帰・倉、長久保のみ有⇒6ブタナ 

Ⓓ(市少・倉少)⇒7イノモトソウ 
 

このうち1，2，3，4，5，7の多いこと！ 

石垣になっている部分の僅かな凹凸に、土や水が運

んだ物や水蘚などを土台にして必死に種子がしがみつ

いて生息範囲を広げたのでしょう。Ⓐは園芸種が野生

化したものと思われますが、そのうち 3 は川岸の岩

場に、4 は山麓や原野の湿地にまれに生える、と図鑑

に説明があるので、野生していたものが園芸に採用さ

れたという逆パターンかもしれません。「小紫さん、

あなたはどちら？」と聞きたいです。7 はここを見る

限り(市少)を改めなければならないほど沢山自生・繁

殖しています。ウツギ・キンシバイ・コウゾ・ケヤ

キ、どんどん大きくなったらちょっと心配です。いつ

か里山に入り込むのでしょうか。     (峰岸立枝) 
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新入会員 神馬芙美子 

６月の１回目の草刈り時には皆様にお世話になりま

した。年中の李吉のことも可愛がって下さり感謝して

います。小学２年生の由佳も次回参加できたら参加し

ますので、よろしくお願い致します。 

私達は、同じマンションの自治会でご一緒で、会員

の時さんの紹介で倉沢里山を愛する会を知りました。

自然が好きな私と二人の子ども、草をとるのも自然の

中でご飯を食べるのも楽しそうと思い入会しました。 

６月に初めて参加してみて、貴重な植物を守りなが

ら草を刈っていくことの難しさを実感しました。赤い

シールを貼って目印をつけていくことの大切さと、赤

いシールがつけられていなくても、自分の目で見分け

ることの大切さを学びました。 

私はカザグルマという花をはじめとした野の花が好

きです。しかし、何年も里山を守ってこられている方

は楽しみながらも、里山を守る仕事として誇りをもっ

て取り組んでいる印象を受けました。 

私も子どもも日々の生活

に追われているところも

ありますが、里山に取り

組む時は真剣な皆様の一

員として共に歩む姿勢を

持ちたいと思いました。 

里山の皆様は親身になっ

てお話して下さり、草を

刈る方法など様々なこと

を教えて下さいました。

またお昼の食事を作る方

も時間をかけておいしい

ミネストローネを作って下さいました。 

アリスの丘のブルーベリーや長久保緑地のビワなど

美味しいフルーツも頂きとても有り難かったです。 

里山の果物や野菜はとても新鮮でみずみずしく、自

然の良さを実感することができました。 

間違って刈られてしまったカザグルマでも、茎が乾

燥しないように水に入れて持ち帰り、植木鉢でさし芽

をするといいそうです。毎日水やりをして根が 出て

きたら大成功。それを里山に戻せば希少種も増えま

す。何事も根気がいることを学びました。 

何かを育てることはうまくいったことがないので、

これからも失敗を繰り返すかもしれませんが、いつか

皆様のように、何か植物を大きく育てることできたら

と思います。 

まずは里山の作業への参加から始めていきたいと思

います。毎回来ることはできませんが、里山を守る皆

様のお手伝いができたらと考えていますので、よろし

くお願い致します。 
 

小二 神馬由佳  まだ行っていないので今度行きた

いです。自然大好きです。 

年中 神馬李吉  楽しいのでまた行きたいです。 

  築地 勝代 

 里山ボランティアの楽しみ

は森のすがすがしい緑、頬を

撫でていく風、鳥のさえず

り、数えきれないほどの草

花、作業の後のおもてなし、

そしてお馴染みの面々の元気

な姿を見ることですが、２月

からは「里山スタンプカー

ド」が加わり、ますます楽し

みに拍車がかかっています。 

カードの表面は、朽ちかかっ

た倒木から芽生えたばかりの幼木の図柄。裏はいつ

も可愛い倉沢里山を愛する会のマークです。スタン

プは田村はる子さんの手作りで、消しゴムに彫刻刀

で、月ごとに色々な花が彫ってあり、作業の事前の

植物保護の時は「倉沢」の字模様です。スタンプイ

ンクの色も毎月変わります。 

スタンプが８回分貯まると、プレゼントにはタケ

ノコ、柚子、栗、柿、キウィ、ブルーベリー、カブ

ト虫など、里山の季節の産物を選べますが、新たに

山椒の木で作った「すりこ木」が加わるそうです。

すりこ木の材もいろいろありますが、山椒の木で

作ったものは最高のものとされ、高額で販売されて

います。あまり太く立派なものよりも手になじむ太

さが使いやすいと思います。畑で採れた山芋でとろ

ろ汁などいかがでしょうか？ 

私は、作業の事前の保護植物マーク付けにもほと

んど参加しているので、６月の半ば、はる子さん、

國分さんに次いで、ハイペースで全部押印となり、

アリスの丘のブルーベリー畑で希望のブルーベリー

の摘み取りをさせていただきました。早生の大粒で

美味で、ごちそうさまでした。次のプレゼントをワ

クワクしながら楽しみにしています。 

いつも事務局や幹事の方々の働きに感謝していま

す。里山内の見回りで植生の状態、堆肥場の様子、

危険個所などを把握、手を加えたり、畑の方では耕

作しやすいように整備したり、牛ふん、馬ふん、お

からの補充など、数えきれない程尽力して頂いてい

ます。 

森の中のフカフカの道を歩きながら、ボランティ

アどころか私自身のセラピーの役目をしてもらって

いるなと感じています。 



小泉 正美 

アフリカ諸国や太平洋の島国の中には「太っている

ことが美人の条件」という国がかなりある。 

太っているというのは、豊かさの象徴ということも

あるのだろう。何かのテレビ番組で、そんな国の男性

に渡辺直美(吉本芸人)と米倉涼子の写真を見せ「どっ

ちが美人？」と尋ねたら、圧倒的に渡辺直美に票が集

まった。その人達に米倉のシャープな美を説いても通

用しないわけだ。 
 

里山ボランティアでは５月のこの時期、グングンと

生い茂る雑草を刈ることが多い。<花の機械刈りチー

ム>へは、嫁さんの尖った視線が怖くて、手を挙げる

ことができないので<手刈りカマチーム>に参加した。 

雑草は赤い色、いい草は緑色・・・と色別になって

いてくれれば良いのだが、そんなに里山は甘くない。 

僕 が 力 任 せ に 刈 っ て い る と、背 後 か ら

「あぁァ・・・・・」という声が、何度か聞こえた気

がした。 
 

そう、僕は上記のアフリカ人タイプ。「雑」と

「良」の差が全く分からんのです。(注:例え話です。

女性の好みは100％純粋米倉派です。さらに米倉涼子

よりも夏目雅子となります。) 

小さい四角の赤いテープが貼ってあるものは、さす

がに避けるのですが、ないものは皆同じに見えてしま

います。 

となりで一緒に刈っていた方も、子供の頃から花や

植物に興味が無く、名前が全くわからないと言ってい

て、妙に話が弾みました。 

僕は「若い頃は花の名前など恥ずかしくて口にする

こともなかったけど、歳を積み重ねるに従って綺麗だ

と思うようになった・・・男も老けた証拠ですね」と

苦笑いしながら、草刈りをサクサクサク。 

思えば僕の友人達もほぼこのタイプで、若い頃は女

の子の興味を引くために、花の名前の一つも覚えると

いう不純動機の輩でありました。 
 

そんな僕が、里山ボラン

ティアで渡辺直美と米倉涼子

の違いを基礎から教えてもら

い、「里山のジジイ」になっ

てゆくと言うのも、愚かなる

若き日々への懺悔となること

でしょう。 

この日、雑草刈りでタップ

リと冷や汗をかいたら、おや

つのゼリーも冷え冷え。 

瞬間、此処から参加できた

ら・・・などと思ってしまう

自分を自戒しつつ、次回の里

山ボランティアも、内心楽し

みな、今日この頃でありま

す。 

加藤 久 

この春から畑で過ごす時間が私の生活に加わった。 

リタイヤして毎日が日曜日の年金生活の暮らしは、

とかく家に引きこもりがちになる。 

 頭も体力も必要とされない暮らしに埋没していると

ボケが忍び寄ってくるそうだ。 

いつかテレビで見た

「たけしのみんなの家

庭の医学」で、認知症

予防に効果が期待でき

るのは「運動」＋「頭

を使う」ことだと言っ

ていた。 

３月から「アリスの丘

ファーム」で菜園づく

りの仲間に加えていた

だいた。先ず始めに土

づくりと、スコップを

入れてみて笹の抵抗に遭遇した。そこで１５坪の畑全

体を４０センチ掘り起こして笹の地下茎すべてを除去

しようとしたが、その困難さは予想を超えていた。 

土地をいじることは長年の経験から軽く考えていた

が少し甘かった。老人の身に少々こたえはしたが、や

り終えて達成感も味わった。笹の地下茎の逞しく規則

正しい生態に、植物の不思議を知ったのも良かった。 

連休の頃から野菜づくりを始めたが、その方法は多

岐に亘る。有機栽培、自然、不耕起栽培と、また畝の

向きは南北、東西どちらがベターなのか、肥料の種

類、量、時期は？ 知らないことばかり。ネットで検

索する時間が多くなった。夏野菜の苗を植え付けた後

は、日々の変化、害虫の発生、わき芽とり等、あれや

これやで畑に行く日が多くなった。 

畑仕事に励んでいる高齢者はうつ病になりにくいと

愛知県の医師グループが発表していたのを何かで読ん

だが、うなづける。私は長年、大学付属病院で高血

圧・糖尿病・腎臓病の治療を受けてきたが、最近の検

診では血圧・血糖値は正常の範囲、腎臓病の数値は誤

差の範囲ではあるが良くなっている、と医師からその

努力を誉められた。医師によると、日光を浴びながら

ストレスなく体を動かしているのが功を奏したのでは

ないかとの話であった。 

畑の傍に空木の木がある。白い花のそばに立って

ファーム全体を見下ろすと、あちらこちらに人影が見

える。のどかな風景である。遠くにはスカイツリーも

見える。中央アルプスの空木岳(標高2.864メートル)

の頂上からの展望の素晴らしかったこと思い出させ

る。 

長靴をはいて、畑の中でヨトウ虫に食害された葉を

悔しがってる自分は、４０数年にわたる仕事が染みつ

いた生き方からやっと解放されたのだろう。 

６月なってキュウリ・ナス・ミニトマト・葉大根

等、自作の野菜が食卓にのぼった。家族は美味しいと

喜んで食べてくれた。 



４～６月の主な活動記録 

4/18(土) 2014年度活動報告・2015活動計画報告会、

会員懇親餅つき(よもぎ大福・きなこ・辛み

餅、お雑煮、竹の子の煮物他)（61名参加）  

5/17(日) 雨のため順延、緑地の外来種とクズ除去、

畑・住宅の周囲機械刈り（本場手作り水餃子

と中華風スープ）（70名参加）  

5/26(火) 長久保緑地全面機械刈り、タラの丘住宅側

の崖地・第１緑地北崖面手刈り他（フルーツ

ゼリー他）（31名参加） 

6/13(土) 万蔵院台緑地・第１緑地・長久保緑地機械

刈り、粗朶柵のつる植物除去、緑地の道路沿

い整備・保護、保護区手刈り他（ミネスト

ローネ、ブルーベリー他）（62名参加） 

6/24(水) 北緑地・第２緑地周辺機械刈り、第２保護

区手刈り、キノコ圃場整備とほだ木本伏せ他

（水ようかん、梅杏ジュース、ブルーベ

リー）（29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） 

※各回数日前に保護植物のマーク付け作業をします。 

7月11日(土) 万蔵院台林縁部・長久保緑地草刈り他 

(カレースープ・梅杏ジュース・ブルーベリー他) 

8月29日(土)  万蔵院台・長久保緑地の栗林下草刈り他 

(サンドウィッチ・梅杏ジュース・ブルーベリー他) 

9月22日(祝火) 万蔵院台・第１緑地道路沿い整備他 

                 (けんちん汁他) 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆雨と暑さでファームの共用部でも草が勢いよく伸び
ています。特に各区画の縁のササ等が周囲に迷惑をか
けているのが散見されます。土留めのリュウノヒゲは
残しながら、ササはこまめに切っているとだんだん
弱っていきます。皆様のご協力をお願いします。 
☆アリスの丘駐車場の水は事務局宅の飲用地下水です
が決して無尽蔵ではありません。阿部さんが自分の区
画内に作った雨水を貯める装置なども参考にして、雨
水も含め水を大切に、有効に使いたいものですね。 
☆夏の後半から秋にかけて、スズメバチが攻撃的にな
る季節です。攻撃するのは巣を守るためなので普段は
そんなに恐れる必要はありません。黒いもの、化粧品
の匂い等は攻撃の対象になりやすいのでご注意を。遭
遇したら身を低くして、必要以
上に手で払ったりしないこと。 
☆第１緑地駐車場の崖下の用水
路沿いに倉沢でもホタルが飛び
ました。周辺に住宅が増えてい
るのに、少しですが復活してき
ているようです。田んぼがもっ
とあった時代にはたくさんのホ
タルが乱舞していました。周囲
をホタルたちにも暮らしやすい
環境に維持したいものです。  

        (絵手紙は塙明子さん) 

明治大農学部３年 大石 絵美(新入会員) 

 はじめて倉沢を訪れたの

は、木々が芽吹くまえの冬の

終わりでした。研究テーマに

ついて悩んでいたところ、研

究室の倉本先生が倉沢のこと

を紹介してくださったことが

きっかけです。倉沢では、雑

木林でとれた落葉から作った

堆肥や、牧場から提供される

牛糞などが農園で利用されて

います。日本では1950年代ま

で、里山を構成している雑木林や農地は生産の場であ

りながら、同時にそれを利用する人々の生活の場でも

ありました。ところが、土地利用の変化や都市化、化

石燃料への転換、化学肥料の発達などに伴って、この

ような伝統的な里山の景観は失われつつあるというの

が現状です。そんななかでも倉沢では、倉沢里山を愛

する会によって、古くから受け継がれてきた里山を構

成する雑木林や農地を利用するシステムを大切にした

保全活動が行われています。そこで、この倉沢の里山

を構成している生態系の間の物質の移動を明らかにす

べく、調査をさせていただくことになりました。 

その方法のひとつとして、雑木林において1年かけて

落ち葉を回収することで、そこで年間どれくらいの落

ち葉ができるのか、そのなかでどれくらいの量が農地

へ移っているのかを調査します。具体的には、雑木林

のなかに落ち葉を直接集めるための網を10個程度設置

する予定です。７月には設置が完了していると思うの

で、実物をご覧いただければどのようなものかわかる

と思います。そのほかに、堆肥や牛糞・馬糞などにつ

いても、その重さや元素量などを調査したいと考えて

います。 

また、研究のための調査とは別に、４月から倉沢里

山を愛する会の活動にも参加させていただいていま

す。実際に何回か活動に参加するなかで、草刈ひとつ

とってみても、刈った草をごみに出すことはなく草木

の肥料として利用していて、循環を意識して活動を

行っているということを強く感じました。夏に近づく

につれ緑が鮮やかになり、緑地を歩けば貴重な植物ば

かりで驚くと同時に、丁寧に管理されていることにも

改めて気づかされ、とてもやりがいを感じています。 

このような倉沢の魅力を伝えることができるような

研究となるように頑張り

たいと思います。調査で

は、日頃の活動の妨げに

ならないようできるだけ

配慮するつもりですが、

ご迷惑をおかけすること

があれば、いえ、何もな

くても一言かけていただ

けると嬉しいです。宜し

くお願いいたします。 


