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横田 百代 

 雨ニモマケズ 暑サニモマケズ   

ヤブ蚊ニモ蜂ニモマケズ ワニ

バサミヲモチ 栗ヲ見オトサヌ

ヨウ 慾ヲダシ イツモ目ヲコ

ラシ サガシアルイテイル 

 栗ガコロガッテイレバ 行ッテ

ヒロイ イガヲミツケタラ コ

ワガラズニ実ヲトリダシ 草ノ

カゲカラミツケタラ ヨクヤッ

タトヨロコビ 拾ッタアトヲ振

リカエリミツケタトキハ マダマダダト 苦ニモセズ 

キョウモ ハルコシショウヲ オイカケル 

 

今年も秋の味覚、栗拾いの季節です。北関東・東北

豪雨災害などで、収穫どころではない地域があります

が、幸いにも倉沢では栗拾いが始まりました。私に

とって２年目の栗拾い。雨降りのスタートとなりまし

たが、早朝のすがすがしい林を歩きます。拾いはじめ

の頃に落ちているイガは半分ずつ緑と茶に色分けされ

て、瑞々しく美しい・・・貴重なひと時です。 

目で見、足裏の感触を確かめ栗を拾い、栗の落ちる

音を聞き、そして栗を頂く。五感をフル回転し楽しめ

て味わえるおまけつきです。 

今年は収穫後に利平栗と他の栗に分ける作業が加わ

りました。栗の見分け方と、その観察に楽しさ倍増で

す。 

利平栗は全体が丸く、栗の下部の「座」も丸みで、

おいても転がりやすい。他の栗は「座」が平らかで座

りが良く転がりにくい。（これは栗がイガから離れる

違いによるのかなと、考えたり・・・） 

仕分け作業ではこの形状に、色や栗の頭部分の産毛

や、ピッと立った柱頭？などをじっくり観察し分けて

いきます。仕分け精度は上がったり混乱したりと、悩

ましくもありますが、面白く脳トレになるかもと期待

もしています。 

収穫した栗の頂き方は、各人各様で作り方にも工夫

があり、皆さんのお話は参考になります。私は昨年教

えて頂いた“栗きんとん風”を作り楽しんでいます。

栗に風味を感じ、簡単な手順が気に入っています。 

・材料：栗・砂糖・蜂蜜 

・栗は少しやわらかめに茹で、中身を潰しながらかき

出し、砂糖・蜂蜜をお好みの甘さに混ぜ、しっとり

させる。ラップに適量をくるみ、空気を抜くように

丸めながら絞る。 

・使用する砂糖・蜂蜜で風味が変わり楽しめます。 
 

栗拾いで歩きましょう。栗の食べ過ぎにはご用心!! 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 コミカンソウ（トウダイグサ科） 
 8月の活動日の帰路、

赤みを帯びて茎が直立

するこの雑草をつまみ

とって、小さな空き瓶

に挿してから毎日眺

め、ついに本号の植物

誌登場になりました。

この雑草は実に面白い

ことに気づいたので

す。9月中旬では命名の

由来に関する小葉柄についた小蜜柑草（別名狐の茶

袋）も、室内で若い果実から赤熟した果実もみられる

ようになりました。一雑草にすぎないのに何が面白

いって。写真を見ながら、お読みください。 

茎から互生する葉に注目してみます。葉柄があり葉

軸(羽軸)から平均片側13枚の小葉、ほぼ長い楕円形の

偶数羽状複葉で互生のように見え、それに興味をそそ

られたわけですが、それは細い枝とのこと。葉は単

葉・互生・頂葉なしとなります。その小さな葉の付け

根に蜜柑に似た実がなっています。虫眼鏡や期日をか

けて観れば葉わきに雌花が咲いて実り、先の３分の１

くらいは雄花なのです。しかも夜や水中では葉軸（で

はない横枝）に添って斜めに葉裏を表にして実や花を

包みます。しかもその包む角度に雄花と雌花は微妙な

差をつけているので驚きです。葉が時間によって開閉

するネムなど大まかに見ていましたが、こんな小雑草

で身近に観察できるなんて、ミニ盆栽愛好者にお勧め

したい観賞植物です。観察した小枝の付け根全部にま

た採取したのと同様な子分が成長しようとしていま

す。夏から秋にかけて独特な分岐をし、子孫を多く残

して枯れる１年草です。         (峰岸立枝) 
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小泉 正美 

両方の長靴にイガを挟んで、ユックリ足の親指に力

を入れると・・・イガが割れて、 

中から艶艶した丸い栗が「ムニュッ」と現れる。 

力を入れすぎると、イガ自体が土に潜りこみ、弱す

ぎるとイガが開いてくれない。 
 

昨 年、初 め て 栗 拾 い に 参 加 し た 時、こ の「ム

ニュッ」が分からず「イテッ」・・・ 

手で取り出そうとして棘に触り、皆に笑われた。 
 

66にして初めて栗拾いをしたオヤジは、そんな基本

的な「ムニュッ」も知らなかった。 

なにせシティボーイですから。 
 

そして同じような栗

でも「利平」というゴ

クウマの栗があること

も知った。普通の栗と

利平との違いを見分け

られると田村さんに褒

められる。 

頭に白い産毛のよう

なものがあり、栗全体

が丸みを帯びていて、

お尻の「座」と呼ばれ

る部分も丸く、何より皮の色味が違う。 

普通の栗はブラウン系だが、利平はどちらかといえ

ば濃いセピア系。 

五十子満大 

みなさんご存知のように、8月末から10月初旬、私

たちの倉沢の林で栗が実ります。 

倉沢の栗は大きく分けて２種類あります。本当は

名前があるのでしょうが、早生栗、少し遅れて利平

栗です。利平栗は丸っこくおしりが小さめの濃い焦

げ茶色、頭のひげが長くかわいい感じです。天津甘

栗との交配種だそうです。一個23～25グラムのクラ

スでは1kgで2000円以上もする高級栗です。 

そんな山の幸も毎日拾い集めないと、虫の餌に

なってしまいます。 

これまでは栗の実の拾い集めから泥や落ち葉など

の汚れ落とし、そして計量・袋詰めなどの仕事は、

事務局と一部の会員の献身的なご厚意に負ってきま

した。それも毎日です。その売上代金は会の運営資

金の一部になってきたのですから、本来これは会全

体の仕事でしょう。とは言っても

大勢の人が毎日入ったら里山は荒

れてしまいます。井坪さんの提案

で一人のリーダー(責任者)＋5～6

人程度の会員参加でやってみよう

となりました。 

栗のちょいワルおやじという感じで、ニヒルな面構

えなのだ。 

今時のネットで検索してみたら利平栗の由来がわ

かった。 
 

「利平栗は岐阜県大桑村 の土田健吉が作り出した品

種である。天津甘栗 の甘さに着目した土田は、大粒

の和栗と天津甘栗を掛け合わせる事を考え、1940年 

（昭和15年）、新品種を開発。土田家に伝わる家号

「利平治」から利平栗と名づける。太平洋戦争の出征

の影響で利平栗は殆どが枯死してしまったが、わずか

1本のみ残ったという。これが原木となり、全国に広

まった」とある。 
 

戦争を乗り越えた1本の原木から、今こうして我が里

山でもゴクウマ利平の恵みを受けられる・・・ 

何かチョット感動的な話です。 
 

勿論その他の普通の栗も、なんと言っても自然のま

ま。美味しくいただきます。 
 

栗拾いをしていると、みんなが拾い集めた後にも、

むき出しの大きな栗が「ココにおるで」と土の上にポ

ツンと座ってることがある。不思議だけど一度歩いた

コースを、違う角度から歩くと見えてくる栗がある。

また違うコースから攻めるとまた新しい栗が・・・ 

 

「一方向からしか見てないのに、モノを語るなよ」

と生き方まで教えてくれるのが栗拾い。 
 

無我夢中で里山を歩き回り、ムニュ夢中でイガを踏

む。 

これぞ「ムニュッ」の境地なり。 

先ずリーダーとなる方を募集、事務局の外5人が名

乗りを上げ、8月31日リーダー講習を行い、9月1日

からスタート。丁度予定の半分が終わり、参加者も

1日6人～8人とみなさんの協力が得られて順調に進

んでいます。朝8時に集合し、作業時間は当初3時間

近くかかったのが、今では、栗の種類による端境期

もあってか1時間ちょっとで終わってしまいます。

参加者のみなさんも常連となり、利平とその他の栗

の見分けも出来るようになりました。 

スタートした頃は秋雨前線や台風の影響もあり、

雨模様で、実行か中止か、人が来てくれるのかどう

か等、気を揉みましたが、杞憂に終わっています。

私自身は朝8時に遅れずに行けるかどうかに相当の

緊張感がありましたが、何とか決めていた回数を終

わり、ほっとしているところです。また頂いた栗も

そのままゆでたり栗ご飯にしたりしておいしく頂き

ましたが、それでも冷蔵庫内で静かに眠っているの

も大分あります。栗拾いをしながらの栗料理(？)の

レシピなど、これまでに無い情報交換など楽しいも

のです。来年はみなさんも気楽にご参加下さい。お

友達の同伴も可です。 

やっと折返し時点ですが、リーダー(作業手順の指

示や事故の無いように気配りが主です)となる方を

もう少し増やし、事務局の負担軽減をもっとすすめ

ることが今後の課題でしょう。 



豆は適当でいいのよ!! 
坂本 義正 

 昨年、畑をお借りして今年で2

年目の野菜作りになります。今

年は、コストパフォーマンス、

お隣の畑に負けない収穫、かつ

美しい畑作りを目指して取り組

みました。 

図書館から野菜作りの本を借り

て、綿密な作付け計画を立て、

まだ霜柱が残り畑が凍って固い

うちからせっせと畑を掘り起こし里山の腐葉土、牛糞

を鋤きこみ、篩を掛け小石を取り除き土作りからはじ

めました。 

その一方で、家内は絹さやが食べたいとか言って道

路際の空いているところをちょこちょこ耕し絹さやの

種をばら撒いているのです。 

「おいおい、肥料を施して畝を作ってから蒔かない

とちゃんと育たないじゃないの？」 

家内：「大丈夫よ、豆類は適当でいいのよ」 

あまり追求すると喧嘩になるので、ここはぐっと堪

えて無視します。土作りが終わると今度は畝作りで

す。９０ｃｍ幅に棒切れを立てきれいな長方形の平ら

な畝を作り、皺が出来ないようにマルチを敷いていき

ました。おお！！美しい畑だなぁ。 

何を育てるかは、奥様の要望を十二分に取り入れ、

野菜作りの本を再度読み直し、植え付け時期を確認し

て、小松菜、ほうれん草、春菊、人参、大根、長ね

ぎ、じゃがいも、いんげん、キャベツ、きゅうり、な

す、とまと、万願寺唐辛子、レタス、里芋、いちご

等々、種や苗を植えていきました。。 

まず前の方が植えていたアスパラが元気よく芽を出

し、そしてなんと適当にばら撒いた絹さやが大量に出

来てきました。家内は、横でにんまり。 

「むむぅ？、俺の植えた野菜達は、裏切ったの

か！！」 

それでも暖かくなってくると葉物、大根等が育ち始

め間引き野菜を堪能できるようになり一安心です。今

年は苗を分けてもらい、甘く美味しい苺が食べられま

した。小熊さんからもレタスの苗をいただきこちらも

立派に育ち毎朝の食卓に並べることが出来ました。 

家内曰く、こうして皆さんから頂くのが、一番美味

しいわ！ 旦那「・・・？」 

レタス、キャベツ、きゅうりは種から挑戦したので

すが、結果は惨憺たるもので今後の課題です。今夏の

成果は、きゅうりを除けばまあまあの出来でした。た

だマニュアルどおりにきちんと作業した割には、なん

となく不満が残ります。３８年間の仕事の中でマニュ

アルが染み付いてしまったのかなぁ、家内のように適

当に、大雑把な野菜作りでもいいのかなぁとゆれてい

ます。 

今夏は、天候不順で野菜が高騰しましたので、まあ

まあの出来でも家計には相当寄与したと自負している

のですが、家内からの感謝の言葉はいまだ聞こえてき

ません。・・・・ 

私 流 植 物 図 鑑 
松崎 孝子 

９月１６日の植物保護チームの作業は、長久保緑地

でした。クズのつるが保護対象の植物にからみつい

て、そのままにしておけば成長ができないか、枯れる

一途をたどります。 

定例の活動日までに、周りの下草やクズのつるを取

り払って赤いテープをつけていきます。機械刈りの際

赤い目印は、刈り取られるリスクを少しでも減らそう

とする努力につながります。 

作業が終わると野道は楽しい会話をしながら貴重な

学習の場にもなります。秋の草花が咲く中に、白い小

さな花をつけるオトコエシとヒヨドリバナを見つけま

した。なにげなく通り過ぎるだけでは２つの差はよく

解りませんが、間近で見るオトコエシは無数の５弁の

花がかたまっていますし、ヒヨドリバナは管(筒)状花

です。葉は共に茎に対し対生し鋸歯のような切れ込み

があります。オトコエシは卵形、根元の葉は袖がつい

たような形をしています。ちなみにオトコエシはオミ

ナエシ科に対し、ヒヨドリバナはキク科の植物です。 

２００４年３月３１日この会に植物調査・保全チー

ムが発足した時、一員として参加しました。それまで

の私は、植物それぞれに固有の名前があるということ

を知りませんでした。知識不足で保全チームとは無謀

かとも思いましたが、熱意だけで植物と相対すること

になりました。先輩の峰岸立枝さん、田村はる子さん

たちに名前は勿論のこと、植生や季節、手入れや保護

の方法、その他身近にいなければ解からない大切なこ

とを教わりました。 

しかし、どのようにして植物と名前を一致させて覚

えられるか。私に出来る唯一の方法は、良く見て絵を

描くことでした。以来私の必携品はスケッチブックと

虫めがね。花や葉のつき方、葉脈や茎の形、色から大

きさ、気が付いたことは何でも、絵の脇に文字を書き

込むことにしました。カメラのレンズを通して見るよ

りも、自分の目で直接見るということは、知らなかっ

たことを見つけられるという、私にとっては大発見に

つながりました。そうして観察したものは、頭の中に

定着しやすく、忘れたら見直せばいいのです。 

今年で１１年目、旅先や散歩、この倉沢里山で描い

たスケッチブックは数冊になりました。ここ数年は自

分で観察した植物の図鑑を作っています。絵や写真、

科や属の分類、学名から同じ仲間だと知ることもでき

ますし、花や葉の形から推測も容易になります。また

観察履歴を書き込

むことで、その時

の状況や情景を思

い 出すこ とも あ

り、私流図鑑は厚

みを増してきてい

ます。 

私のおすすめの老

後の楽しみ方、過

ごし方です。 



７～９月の主な活動記録 

7/11(土) 万蔵院台、畑の周囲・タラの丘、長久保緑

地機械刈り、長久保緑地作業通路整備とクズ

退治他（カレースープ、梅杏ジュース、ブ

ルーベリー）（46名参加）  

8/30(日) (雨決行)万蔵院台・長久保緑地の栗林下草

刈り、境界粗朶柵整備他（ポテトサラダサン

ド、フローズンブルーベリー、梅杏ジュー

ス、ブルーベリー）（43名参加） 

9/22(火・祝) 長久保緑地整備（手刈り・機械刈

り）、ファームⅢ(百草谷戸)の後片付け・整

備（けんちん汁、ブルーベリー、梅ジュー

ス）(47名参加) 

１０～１２月の主な活動予定 
各回の持物：バンダナ、手袋、スタンプ帳、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。 

10月11日(日) 第１緑地道路沿い整備・長久保緑地草刈

り他(鉄板焼きそば・梅杏ジュース他) 

11月 4日(水)  第１緑地・タラの丘草刈り他(おやつ) 

11月22日(日) 北緑地草刈り、ひなた緑地落枝片づけ他 

             (いも煮会・恒例バザー他) 

12月12日(土) ひなた緑地草刈り、万蔵院台道路沿い法

面整備他(参鶏湯風スープ他) 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆日頃からファームの管理にご協力頂いていますが、
ファームを返還する際は、原状回復が原則です。ゴミ
や雑草など後の方に迷惑がかからないよう十分ご配慮
お願いします。特にビニールやプラスチックなどの土
に還らないゴミは、日頃からこまめに持ち帰って処分
して下さい。また区画を返還する予定がある方は、事
務局には早めにご連絡お願いします。 
☆今年は新しい仕組みで栗イガの片づけ作業を試みま
した。おかげで事務局の負荷も少し軽減され、皆さん
にも従来以上に副産物を楽しんで頂けました。栗林は
今とても美しい状態に維持されています。栗の実を拾
うだけでなく、イガや落枝を片づけ、また実をきれい
に拭きながら品種や品質で選別しネットづめまでする
作業を皆さんにも体験して頂いて、それも楽しい里山
の作業と思って頂けたら大成功です。 
☆栗だけでなく、柚子や柿、山椒、筍、梅など私たち
のフィールドには里山の恵みが沢山あります。どれも
無農薬・無化学肥料、栗は無燻蒸です。どれも重要な
資源で、しかも完全有機栽培。アリスの丘ファームの
作物と併せて、日本の食糧自給率の改善にも貢献して
います。・・・いささか大げさですか。 
☆ 11/22 の作業の後、恒例の芋煮会とバザーを実施し
ます。いつもながら商品の提供、事前の準備等につい
て皆様のご協力をお願いします。 
☆このバザーでも里山の産物を頒布する予定ですので
お楽しみに。皆様の畑の成果物も期待しています。 
☆百草谷戸でファームⅢを担当して頂ていた白須清さ
んが逝去されました。この区画は皆様にご協力頂き、
きれいな状態にして地主さんにお返しできました。 

峰岸 純夫 

百草の自然景観を構成する場所として百草八幡宮・百

草園・観音堂などにあるスダジイの巨木の存在も欠か

せない。近年の宅地造成に伴い一定の広場を公園とし

て残したが、植栽されたのはマテバシイで、渋抜きを

せずに食せる点では同じだが、スダジイのほうが美

味。百草・倉沢など古くから住んでいた住民は何百年

の長期にわたりスダジイの実を食べていたことだろ

う。 

暖地の山地に自生するスダジイ（しかも巨木）が百草

八幡宮の周辺にだけ存在することについては歴史との

関係が不可分で、平安末期の霊場として建立された武

蔵真慈悲寺が鎌倉初期に幕府所轄寺院となり、その際

寺内に八幡宮が建立された。幕府滅亡後も八幡宮は存

在し続け、永徳3年（1383）にこの地は鶴岡八幡宮領に

なり、この時点でスダジイとの関係ができたと考えら

れる。末社であることから、本社にある樹木の種を蒔

くとか、移植するという行為はあって当然と思われ

る。鶴岡八幡宮というと大銀杏が話題になるが、八幡

宮の背後の山には暖地を好み常緑高木のスダジイ・マ

キ・ビャクシン・クス・タブノキ等が生えている。 

この「スダジイを守る会」が、百草八幡宮氏子会の青

木寛司さんを中心に緑の募金公募事業として本年発足

した。その会員募集の呼びかけには次のようにある。 

百草山の「スダジイの森」は日野市の天然記念物に指

定されています。これ

だけのスダジイの大木

が群生されているのを

多摩地区では目にする

ことはできません。ま

た周辺の雑木林にはカ

タクリやフクロウ、ア

オゲラなどの貴重の動

植物が生息していま

す。下草の刈り取りや

枯れ枝や下枝の整理、

くずはきや清掃などの

管理を一緒にしません

か。 

ボランティア活動日時

は、原則として月の第３日曜日、９時から12時、会費

は年1000円とのこと。 

私は早速会員にしてもらい、作業に参加している。毎

回７～８人が参加して枯れ枝の処理や下草刈りを行っ

ている。また３回にわたり、スダジイの計測を行っ

た。20年ほど前の調査データがあり、それと比較する

ことによってスダジイの成長を観察しようとするもの

である。根元から１.５メートルぐらいの高さのスダジ

イの幹回りを測り記録する。計測の巻尺は、周囲と直

径が同時に測れるというものであった。前回のデータ

と比較すると老木は成長が緩やかで、壮木は成長が甚

だしいということであった。参加希望の方は、下記に

ご連絡ください。  青木寛司氏（090-2630-9337） 


