
倉 沢 里 山 を 愛 す る 会 
ア リ ス の 丘 フ ァ ー ム 

会 報 

NEWS LETTER  №48. 
2009 (H21 )年  冬号 

2 0 0 9 年 1 月 1 日 発 行 

発行責任者 峰岸純夫 
〒191-0033 

東京都日野市百草698-6(田村) 

TEL/FAX (042)592-5859 

Email: info@alice-fm.info 
URL: http://alice-fm.info  

倉 沢 里 山 を 愛 す る 会 
ア リ ス の 丘 フ ァ ー ム 

会 報 

NEWS LETTER  №76 
2016 (H28 )年  冬号 

2 0 1 6 年 1 月 1 日 発 行 

発行責任者 峰岸純夫 
〒191-0033 

東京都日野市百草698-6(田村) 

TEL/FAX (042)592-5859 

Email: info@alice-fm.info 
URL: http://alice-fm.info  

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 ヒサカキ（ツバキ科） 
 11月12日、植物にマークを付

けるか、今の時期ならば刈って

もよいか等選別しながら、ひな

た・第1緑地の里山植物観察と

なりました。ムクノキの果実の

味見もしました。サカキの話に

もなり、参加者の出身地から仏

式・神式を問わずサカキが、

様々な使われ方をしているとわ

かりました。712年に完成され

た『古事記』上巻の神々の物語「天石屋戸」で、（天

照大御神を岩戸からつれ出す策）として設定した舞台

に「天香久山之五百津眞賢木矣、根許士爾許士而」と

書いてあり、サカキが登場します。「香久山の枝葉の

繁ったサカキ（栄木＝常緑でよく茂る故）を、根のま

ま掘り取って」枝を飾りつけ、「あめのうずめ」が

ヌードになり、サルオガセやツルマサキ・笹等をまと

い、観客の八百万の神々を爆笑させ、岩戸から天照を

出させることができた話です。 

この眞賢木は香久山に自生していたのですからサカ

キで、葉は全縁。私たちの地方では姫栄樹（ヒサカ

キ）しか自生しておらず、通称サカキとして代用し、

葉縁は細かい鋸歯、先端はとげ状。低木並なので、垣

根に利用しているのも見られます。 

果実を齧ってみましたがお勧めできる味ではありま

せん。鳥達にとっては秋から暮れにかけて、豊富だっ

た餌が減少する２月頃まで、びっしりとついた黒紫色

の果実はよい栄養源でしょう。３個の果実を潰し種を

数えたら22個ずつでした。果実に大小ありますが１個

で多くの種子を持つので、東電学園内のようにヒサカ

キ林になる所もできるのです。潰すと指が真っ青にな

るだけに、染め物に使っている人もいるようです。早

春の開花に備え今年伸びた枝には蕾があります。 

サカキの漢字表現は古い順にほぼ賢木、栄木・栄

樹、国字の榊と思えます。        (峰岸立枝) 

室田 恵介 

小さい頃から本当に自然が好きでした。鹿児島県の

鹿屋(かのや)市という田舎で育ちました（田舎すぎ

て、皆様ご存知では無いかもしれません）。 

子供のころは本当に虫が好きで、春はバッタ、夏は

クワガタ、秋はカマキリと、満喫していました。鹿児

島は本当にクワガタがよく採れるところで、一日でク

ワガタを100匹以上採ったこともありました（その中

にはミヤマクワガタも10匹ほど！）逆に鹿児島ではカ

ブトムシはそれほど採れませんので、今でもカブトム

シを見ると年甲斐もなくドキドキします。 

そんな私は、大学入学を機に上京してきました。初

めて見る都会は本当にワクワクしたのと同時に、みな

さんの歩くのが早すぎて怖かったのを覚えています。 

東京は楽しいところですが、なぜか疲れます。なん

でだろう、と思っていたころ、東京近郊の山に登山に

行く機会がありました。そこで初めて、自然に癒され

ている自分を発見しました。それまでは自然とは、

「あって当たり前のもの」でしたが、東京に来て初め

て、自分がどれだけ自然を必要としているか、愛して

いるかを知りました。 

 就職してその気持ちはさらに強

くなりました。東京のメーカーで

海外営業の仕事をしていますが、

出張から帰ってきて山に行くと、

本当にホッとします。 

 就職してからは、友達と一緒に

「山の会」というものを作りまし

た。毎月グループで山に登りま

す。この山の会は約10年ほど続い

ていまして、既に3組がこの会のおかげで結婚しまし

た（私は違いますが）。 

山を好きになると同時に、「この草は何だろう？」

などと思うようになりました。花を愛でる、というよ

うなステキな感覚はまだ足りないのですが、「食べら

れるのかな？」ということがとても気になります。 

山で食べ物を見つけたり、また自分で畑を耕して野

菜を作ったり、そういうことにとても憧れます。最近

はベランダのプランターでミニトマトやチンゲン菜を

作っています。野菜を作るのは私、調理は妻がやって 

くれます。そんな自然のある生活が本当に嬉しいの

で、今回“倉沢里山を愛する会”に入れていただき、

とても嬉しく思っております。皆様、自然のことを

色々と教えて下さい。よろしくお願い致します。 
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づくりからスタートし、健康な食事からできている」

という話を聞いて大変共感した。その中で、里山の無

農薬・無化学肥料の野菜や果物を生かした、干し柿や

ポン酢等、健康食品の作り方も教わった。 

子曰く「三人行、必有我師焉（三人行へば、必ず我

が師有り）」。朝の散歩は、美しい風景を鑑賞しなが

ら心身と共にリラックし、知的な刺激を受ける健康の

ミニ旅となった。はる子さん、新井さん、ありがと

う！ 

散歩の道で、はる子さんに教

わった干し柿の作り方を家に帰

りすぐ実践し試みた。干し柿は

中国語で「柿饼」と呼び、形か

ら由来すると思う。晨生は子供

の時から、柿と干し柿が大好きで、冬に固く凍った柿

をそのままよく食べた。去年北京に帰省した時にも、

母はわざわざ柿と干し柿を買ってくれて感激した。 

干し柿は晨生の大好物だが、都会っ子であるため、

買った干し柿を食べるだけで、自分で作った経験は一

度もなかった。里山を愛する会の会員の一人として、

里山の柿もぎから、干し柿手づくりまでの経験を味わ

うことができ、楽しむことができた。 

はる子さんの伝授により、次のようなやり方で干し

柿づくりをした： 渋柿の皮をむき、２個セットでひ

もでつるし、沸騰したお湯の中に10秒ほど入れて殺菌

し、そのまま干すというプロセスであった。熱気わい

わいの生産の工程で、10×10＝100個の干し柿を作っ

て、戸外にかけてその熟成を待っていた。人生初めて

の手作り干し柿ができて、大変うれしかった。しか

し、その後雨の日が続いた。カビがはえていないかど

うか入念にチェックし、たまに扇風機まで動員した。

店で買ったものと形が違うが、とても甘く美味しくい

ただいた。また来年の秋もより良い干し柿を作りたい

と思っている。これからも倉沢里山を愛する会の各種

の活動に積極的に参加し、いろいろ試みてたくさんの

健康食材を自分の手でつくりたいと、心に決めた。  

時晨生・郝燕書 

朝、目が覚めるとすぐ飛び起きてアリスの丘へ向

かった。清々しい空気を吸いながらみずみずしい野菜

とあいさつしてから、はる子さん、新井さんと待ち合

わせ散歩へ出かけた。アリスの丘から出発しアリスの

丘へ戻る、という散歩の道である。竹林、由木養鶏

場、大栗川、和田公園、数軒の農家、それに鹿島小学

校前を通りぬけて、愛宕東公園で折り返しという豊富

多彩な道である。深秋の黄い銀杏の並木、鮮やかな紅

葉を鑑賞し、悠々と草を食べている山羊、ときどき大

栗川で自由に泳いている野鴨の家族を見かけ、美しい

風景に酔わされていた。 

散歩の途中、農家の無人野菜販売所で並べているネ

ギ、人参、大根、春菊、白菜、そしてハヤトウリ、サ

トイモなどの健康野菜を選んで購入したり、はる子さ

んの友人からアケビをいただいたこともあった。公園

での銀杏拾いも楽しかった。 

90分ほどの散歩道は、日

野市、八王子市、多摩市

という３市をまたがるス

ケールの大きな散歩コー

スで、喜びと楽しみ、新

しい発見の連続であっ

た。散歩の中で最も楽し

いことは、いろいろの話

題があり、たくさんのことを学ぶことできた。 

地元出身のはる子さんは倉沢里山を愛する会事務局

の責任者であり、百草に関する歴史、風土、人情につ

いての知識が豊かで、里山を愛する会の歴史、経緯、

野菜栽培、花の名前等多く教えていただいた。そのた

め、里山を愛する気持ちが一層湧きあがった。 

散歩しながら、無農薬の野菜栽培や無耕起栽培農法

などの話題が盛り上がり、「健康の体は、健康な野菜 

西見 恵子 

昨年の春に入会したばかりで、何もかも初めてで楽

しいことばかりです。筍、山椒、キウィ、柿、などな

ど、なんと素晴らしいところでしょう。出会いは田村

さんに「タケノコが好きなのでわざわざ道の駅まで買

いに行くの」と話をしました。その時倉沢里山を愛す

る会を紹介してくれたのです。「美味しいタケノコも

あるよ。山椒も柿も柚子も沢山あるよ」もうなんと素

晴らしい、なんと誘惑たっぷりのお誘いでしょう。日

野に住んで４０年近くになりますが、倉沢のことは何

も知りませんでした。自然の多い里山の大切さも、手

入れの大事なこともわかったつもりですが、食べるこ

とが一番好きな私にとって筍が一番魅力的なお誘いで

した。おかげさまで今年は美味しい筍を思う存分食べ

ることができました。それだけでもしあわせです。 

１１月に入ってキウィ、柚子、柿の収穫に参加しま 

した。キウィがあんなにたくさんなっているなんて！

背の低い私にとってキウィの棚はなかなか手がとどか

なく台に乗って採りました。みんなで「まだ向こうに

１個、こっちにも１個」と採っても採ってもなかなか

採りきれません。だって何百個もあるから。次に柚子

の木のところに行きました。柚子の木にあんなトゲが

あるなんてもう「びっくりポンや」。終わりにクルミ

の木もあって実を拾ってきました。楽しく作業を終わ

らせ採りたての柿をみんなで食べ、おしゃべりをして

楽しい１日を味わえました。今１番の魅力は何といっ

ても柚子です。バザーで沢山の柚子が買えました。火

を使わないで簡単にできる柚子ジャムを教えてもらえ

たからです。すごく簡単にたくさんおいしくできまし

た。もううれしくて、パンにぬったり、ちょっと蜂蜜

を入れてお湯を入れるだけで柚子茶になったり、皆さ

んにも飲ませてあげたいくらいおいしいですよ。種ま

で焼酎に漬けて、化粧水になるのが待ち遠しいです。 

教えてくれた先輩会員の皆様に感謝の気持ちでいっ

ぱいです。ありがとうございます。 



近藤 秀樹 

私が30歳代の頃、アメリカの男性デュオ「サイモンと

ガーファンクル（Ｓ＆Ｇ）」の曲をよく聴いていまし

た。「明日に架ける橋」、「サウンドオブサイレン

ス」等の名曲が沢山ありますが、私の好きな曲に「ス

カボローフェア」があります。映画「卒業」(1967)の

挿入歌としても使われ有名になりました。 
 

Are you going to Scarborough Fair?  
スカボローの市に行くのかい？ 

Parsley, sage, rosemary and thyme,  
パセリ、セージ、ローズマリーにタイム 

Remember me to one who lives there, 
そこに住むある人によろしく言ってくれ 

She once was a true love of mine.  
彼女はかっての恋人だったから 

 

当時はスカボロー市場がどこにあり、この曲の中でリ

フレインに使われているパセリ、セージ、ローズマ

リー、タイムの言葉にどんな意味があるのかなどには

関心がありませんでした。 

私の娘がイギリスに住んでいるので、毎年出掛けては

イギリス国内を小旅行しています。今年はどこに行こ

うかと地図を見ていたら、イギリス北東部、北海沿岸

にScarborough（イギリスでは“スカーバラ“と発音し

ています）という場所を見つけました。インターネッ

トで調べてみるとＳ＆Ｇの曲と同じ場所だということ

が判りました。 

数百年前の夏、ここで大規模な市が開かれ各地から商

人が集まり、恋の歌が生まれて吟遊詩人によって各地

に広まりました。歌詞にあるパセリは消化の助けにな

り、苦みを消すと言われ、中世の医者はこれを霊的な

意味としてとらえていました。セージは何千年もの耐

久力の象徴として知られ、ローズマリーは貞節、愛、

思い出を表し、現在でも西欧では花嫁の髪にローズマ

リーの小枝を挿す習慣があります。タイムは度胸の象 

カズウェル コーディリア(小４) 

私の住んでいる日野市は、とても住宅地が多いで

す。でも少し歩くと畑もあります。母も畑を借りてい

てトマトやモロヘイヤ、ナスなどが食べられます。 

夏休みに畑でブルーベリーつみを体験しました。最

初はつむのがおそくて母に「その速さだったらみんな

終わって帰っちゃうよ。」と云われるぐらいでした

が、近くにいたおじさんがブルーベリーをつむコツを

２つ教えてくれました。１つ目は、１つずつもぎ取る

のではなくてブルーベリーの束になっているのを手で

もんでカゴをその下に用意しておくと、いっぱい取れ

るということ、２つ目は、ブルーベリーの木のおくの

方にいい実がいっぱいあることです。いっぱんの人は

表に見えるものしかとらないので、奥のほうにまだ

いっぱいブルーベリーが残っているからです。この２

つのコツを教えてもらったら、あっと言う間に籠が

いっぱいになってしまいました。 

ブルーベリーつみは午前６時に集合だったので早起 

きはたいへんでしたし、摘んでいる時に何かの虫にさ

されたのか顔がかぶれて、かゆくなったけれども、自

分のつんだブルーベリーで作ったジャムは、どこの

スーパーで売っているものよ

りもはるかにおいしかったで

す。みんなもこのような経験

ができるように日野市の畑を

大切に残したいです。 

本会が主催した守屋さん

のブルーベリー園での体

験を書いてくれました。 

日野市環境緑化協会の作

文集「緑のまち」(H27)か

ら、了解を頂いてそのま

ま転載したものです。 

徴であり、歌が書かれた時代、騎士達は戦いに赴く

際、楯にタイムの像を付けました。この歌をＳ＆Ｇが

アレンジして世に出しました。 

スカーバラに行けば歌の雰囲気が味わえるかと、６月

下旬に北海沿いの小旅行に出掛けました。そこは海辺

の保養地で行楽客が多く見られました。岬の丘の上に

は城壁がそびえ、登っていくと大きな城の遺跡があり

ましたが、崩れかけた石造りの建物が残っているのみ

で、折からの雨交じりの強風に草がヒューヒューと

なっていました。丘の上から見下ろすと港には多くの

船やヨットが停泊し、遠浅の海岸には白波が立ち、海

水浴する人は見当たりませんでした。巨大な城に守ら

れて通商都市として繁栄したのでしょうが、城は17世

紀に戦いに敗れて徹底的に破壊され、今は海岸通りに

はカフェ、レストランや土産物店が並んだ少し寂れた

保養地といった感じです。「スカボローフェア」の雰

囲気は味わうことはできませんでしたが、歌が生まれ

た場所に来ることができて満足でした。 

駅前からバスに乗りその日の目的地ウイットビー

(Whitby)・・・かってキャプテンクックが、太平洋へ

の大航海に出帆した港町・・・に向かいました。 



１０～１２月の主な活動記録 

10/12(祝) 雨のため順延、万蔵院台・タラの丘、長

久保緑地機械刈り、第1緑地水路沿い・タラの

丘手刈り他（鉄板焼きそば、梅ジュース）(56

名参加) 

11/4(水) 万蔵院台緑地と北道路沿いの崖地草刈り、

北緑地・長久保緑地草刈り（里山の柿/禅寺

丸）(32名参加) 

11/22(日) ひなた緑地全面機械刈り・立ち枯れ木整

理、第1緑地機械刈り、第１緑地西北崖面・第

２緑地・保護区手刈り（いも煮会・バザー・

フリーマーケット）(79名参加) 

12/12(土) 万蔵院台緑地落ち葉掃き（腐葉土堆肥作

り）他（カボチャの本格水餃子）(45名参加) 

１～３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） 

1月14日(木) 高木伐採・大枝下ろしと粗朶片づけ他（日

野市との協働(おやつ) 

1月23日(土)  タラの丘・第２緑地・長久保緑地栗林と周

辺の落ち葉掃き・清掃、アリスの丘の果樹剪

定他(お汁粉) 

2月11日(木祝) 万蔵院台緑地落ち葉掃き、第１緑地の

堆肥床更新他(鮭の粕汁他) 

2月25日(木) 第１緑地落ち葉掃き、万蔵院台道路沿い

法面整備（カザグルマ移植等）他(おやつ) 

3月20日(日) （未定）長久保緑地に苗木植樹、他(カレー

スープ他) 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆みな様の昨年中のご支援・ご協力ありがとうござい
ました。本年もどうぞよろしくお願いします。 
☆昨年は１６家族が新規入会してくれました。新しい
会員には積極的に声をかけてください。みな様のお友
達で里山の保全・維持・管理に関心がある方にも声を
かけていただけると嬉しいです。現在の会員の居住地
は、日野、多摩、八王子、府中、調布のほかにも、山
梨や三重県にもいて、時々里山を訪れてくれます。 
☆昨年も多くのお客様・見学者が遠方からも来られま
した。従来から視察や体験等の要請には、基本的にす
べて丁寧に対応してきていますが、今後も希少植生や
生態系を守りながら、できる限りオープンな里山とし
て運営していきたいと思います。 
☆本号に記事を寄せて頂いたカズウェル・コーディリ
アちゃんは故唐木澤泰子さんのお孫さんです。里山を
大切に思う心が世代を超えて引き継がれていくことは
大変うれしいことですね。 
☆ファームで使用済のビニール製のマルチやネット、
支柱等の不燃ゴミがそのまま放置されているのが散見
されます。自分のゴミは必ず持ち帰って自宅で処分す
るようお願いします。できれば天然の、土に還る素材
ならば畑に鋤きこめばよい肥料にもなるのですが・・ 
☆４月からの新年度のご案内は２月中頃に予定してい
ます。異動のある方は早めにご連絡お願いします。 

名城大学教授 小池 聡 

秋も深まった11月22日、飛び入りで定例活動に参加

し、事務局の田村さんご夫妻と会長の峰岸さんには夕

方まで取材にご協力いただきました。ここではその内

容にも言及しながら、私と里山との関わりについて少

し述べたいと思います。 

私は生まれも育ちも東京・世

田谷ですが、実家がある辺り

（東京農大付近）には、まだ農

の風景は残されていますし、山

下惣一さんの言う「農魂(のう

こん)」をもった都会の百姓が

営農を続けています（山下惣

一・中島正『市民皆農』、2012

より）。私自身、子どもの頃から土いじりが好きで、

それが高じて大学では農学部に進みました。私と同じ

ように農的生活を送る都会の人は、皆さんを含めて今

や大勢います。しかし、私が問題としているのは、そ

の共同性です。たとえば、市民農園についても、「隣

は誰が耕す人ぞ」という“集合住宅型”が多いのが実

情です。そうした中で、雑木林に囲まれたアリスの丘

ＦＡＲＭは一つのあり方を示すもの「里山的環境の中

の市民コモンズ的農園」ではないかと考えました。 

倉沢里山を訪れて、『うつし世の静寂(しじま)に』と

いうドキュメンタリー映画（ささらプロダクション、

2010）を思い出しました。これは、開発が進んだ多摩

丘陵にひっそりと佇むムラの民俗を取上げた作品で

す。そのムラは私にとっても原風景的な場所で、大都

会の中にあるからこそ、人と風土との関係性の根強さ

を浮かび上がらせています。時は遡ること明治40年、

現在の世田谷・粕谷に移り住み「美的百姓」生活を始

めた徳冨蘆花は、『みみずのたはごと』の中で、人と

は「土の化け物である」と述べています。最近よく聞

かれる「自然との共生」より、そういう考え方の方が

素直に私は好きです。皆さんはいかがでしょうか？ 

ところで、私が勤務する大学のキャンパスは岐阜県

可児(かに)市にあります。可児市では、ある市民団体

(「里山クラブ可児」)との10年に及ぶ交流を続けてい

ます。団体運営上さまざまな課題がありますが、その

活動拠点で県のモデル林に指定された「我田(わがた)

の森」(約15haの民有地)へは、機会があればぜひお立

ち寄りください。心地よい“汗”を流し、猪汁などワ

イルドな里山ダイニングを楽しみましょう！ 

さいごに、私は「大学における里山教育」というも

のを構想しています。私たちはキャンパス内でも緑地

の整備をしてきたのですが、学生をそこへ連れ出して

も、しょんぼりとじっとしているだけなのです。自然

観の歪みも著しく、木の年輪のでき方すら知らない学

生が大半を占めます。今回の取材でいただいた会報を

拝見すると、倉沢里山にはいろいろな大学から多様な

分野の学生が訪れているようです。それをきっかけ

に、何らかの学際的な取組みが生まれたら素晴しいで

すね。期待しています。  


