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倉沢里山を愛する会会報 

 

行政と市民が信頼関係に基づいた､雑木林の保

全､良好な状態を維持するための管理・運営及び

供用に関する約束を「パートナーシップ協定」と

位置づけ､将来にわたって継続することを念頭

に、「生物多様性を重点に置いた里山の循環」が

変わらぬ証とし､「倉沢里山を愛する会」と日野

市において画期的な協定を結ぶことが出来まし

た。 

しかしながら以来18年間、数多くの雑木林ボラ

ンティア団体が誕生し､要望が出ていたにもかか

わらず、何故か日野市はこの協定を結ぶ事はあり

ませんでした。 

公有化された土地は「真堂が谷戸蛍の会」が長

年生物多様性を考えた蛍の生息環境の整備に重点

を置いて活動してきた不可欠の雑木林に含まれて

おり、会のこの活動思想が次の世代に継承される

事が老婆心ながら危惧されてなりません。そこで

今回の植樹祭の開催が協定締結の絶好の機会とと

らえ､その必要性を訴え､ようやくここに「真堂が

谷戸蛍の会」と日野市に於ける第2回目のパート

ナーシップ協定を締結することが出来ました。 

私の長年の願いである協定締結の意義は、とも

すれば将来安易に蛍などを放流したりする市民・

行政に対し､現在のホタルを主とした生物多様性

に重点に置いた管理方法を貫くための将来に渡っ

て強い縛りを入れることになるからです。 

1998年7月1日の日野市発行「清流ニュース」に

今もゆるぎない私の思いが掲載されています。 

「農家の人々が営々と守り築いてきた自然（雑

木林）を私達が､いかに守り育てていくかを念頭

に置いた「まちづくり」が今求められている。自

然生態系を

私達人間の

生存基盤と

とらえ､積

極的に確保

し､次の世

代に確実に

受け継いで

いくことが

必 要 で あ

る」 

ホタルの里は永遠に!！ 
ひの緑のトラスト会長 笹木 延吉 

令和2年3月1日「蛍の里公有化記念植樹祭」

（真堂が谷戸蛍の会、ひの緑のトラスト共催）が

公有化にご尽力戴いた方々や日野市長などをお招

きし開催されました。 

この催しは、平成20年、日野市が買収を約束し

ていた､相続による国への物納地（百草617番 3､

509.17㎡）を､突如財政難を理由に買い取りを断

念した時､いち早く公有化要望活動などで立ち上

がった「倉沢里山を愛する会」や「ひの緑のトラ

スト」が行った公有化募金活動に協力戴いた市民

の方々等に対し､何としても感謝の意思表明をし

なければ・・との思いから、植樹祭と称した感謝

祭としたものです。 

約20年前、百草・倉沢に襲いかかった相続によ

る雑木林の危機に際し、当時日野市の職員だった

私は､相続問題のまっただ中にいた田村裕介氏

（倉沢里山を愛する会前事務局長）と､熱い思い

をぶつけ合う大激論の末、「相続雑木林の半分を

市に寄付､半分を国に物納し､2年後市が買い取

る」という雑木林保全制度を両者で練り上げまし

た。相続人にとって大変過酷な制度にもかかわら

ず H13年～H20年の間､この地区の雑木林は約55､

000㎡にも及び、公有化され次の世代に引き継が

れる事になリ

ました。 

私 は、自ら こ

の制度を大幅

に超える面積

の雑木林を率

先して市に寄

付された石坂

家 及び、そ の

土地を保全し

ていくことを目

的に､「倉沢里

山を愛する会」を立ち上げ、全国的に注目を集め

るボランティア団体にまで導いた田村裕介氏の功

績を思い起こさずにはいられません。 
緑地の中には手作りの池があり、ビオトープとなっている 

この奥に田んぼを作り、生物多様性を維持 

左側には掘りがあり初夏にはホタルが乱舞 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp
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 トビは誰にもおなじみの大型の猛禽類です。杭などに止まっている姿は褐色の

かたまりに見えますが、大気に乗って滑空しているトビを下から見上げると、羽に

白色の斑が微妙に散らされていて、なかなか渋いも

のがあります。 

 

        

 

 

 

 

唱歌にあるとおり、上昇気流をつかんで舞うありさまは完

全に大気を友としており、これまでの技量に太刀打ちできるのは、コンドルやアルバト

ロスぐらいのものでありましょう。できるだけ広い範囲から獲物を探すために、羽を休める所のない大洋を何千キ

ロも旅するために、特異な進化を遂げているのです。 

飛翔の仕方、視力、食性･･･一つの間隙で生き伸びるための進化の微妙なバランスであって、どんな生き物に

ついても同じことですが、見事としか言いようがありません。 

倉沢周辺の 

鳥たち 

 ト  ビ             写真と文 杉本 研士 

コロナ禍で、個人活動 

 

会の活動は、集団ではできません

でしたが、個人個人でできること

を、それぞれがやって下さいまし

た。メールで呼びかけましたとこ

ろ、植物保護では、外来種除去を、

特にセリバヒエンソウの勢いは毎年

増える一方ですので、種を付ける前

に抜きました。皆マスクをし、都合

の良い時間に自主的に抜いて下さったお陰で、

いつもの年以上に、除去できました。早朝や畑

の行き帰り、散歩時に外来種抜きをして下さる

方もいて、ご協力に心から感謝しております。 

植物保護棒も、時

間を見つけては、

製作して下さり、

保護時には、大変

助かりました。伊

東 さ ん、三 浦 さ

ん、新井さん有難

う ご ざ い ま し

た。 

椎茸植菌は、活動時に皆で植える予定でした

が石黒さん、井坪さん、田村の3

人で距離を取り植えました。 

コロナ禍で、野菜の種や苗が売

れり、貸農園を借りる人が急増

したとか、情報がありました

が、畑は三密にならず安心して

作業が出来ますし、ストレス解

消になるらしく、来ている方が

なんと多かったことか。畑は貯

蔵庫ですね。里山にはいつもと

同じように時が流れていまし

た。            (事務局 田村) 

    

オヤブジラミ・ヤブジラミ（セリ科） 

私は欠席が多いですが、活動の参加者は増え、

保護したい植物を選び目印をつける他に、在来・

外来種を問わず植生や草刈り作業を「三密」にな

らないような体制で取り組んでいます。 

この晩春にはオヤブジラミ（ヤブジラミもあっ

たかも）と出会い、昆虫の虱が付く植物だけに、

衣類や軍手にくっつき、除去するのにも凄く参っ

たそうです。（虱）といえば昆虫のイエジラミに

寄生され吸血されて辛かったことやその退治に明

け暮れた日々を思い出す世代もありましょう。 

今回は植物の種子のくっつき方から名が付いた

植物です（以下ヤブジラミはヤブ、オヤブシラミ

はオヤと略記）。 

 花期5∼6月オヤ、6∼7月ヤブ。花や果期、花や果

実は赤みを帯び、果実の柄長めで、実５∼６mm，

刺毛は赤み強く多数、完熟すると分果し倍数にな

るオヤ。白花で果実の柄は短く密集状、実約3mm

卵形でずんぐり、刺毛は白っぽく小さいが、花数

も多ければ果実数も刺毛

の数も多いヤブ。葉3回3

出複葉で草丈はヤブより

大のオヤ。ヤブの葉はセ

リと同じ2～3回羽状複

葉。2種とも繁殖のため

に触れればくっつく構造

（先端がかぎ状）の刺し

毛でほかの動物や人に

くっつき、少しでも多く

増えるという戦略の持ち

主で、全国的に見られる

２年草。    

 

 

（峰岸立枝） 

        トンビ 

  とべとべ トンビ 空高く 

  鳴け鳴け トンビ 青空に 

  ピンヨロー ピンヨロー 

  楽し気に 輪を描いて 

セリバヒエンソウ 

オヤブジラミ(種は少し赤みを帯びる) 

椎茸植菌の井坪さん 

保護棒を製作中の伊東さんと三浦さん 
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里山と子供たち 

     三浦紀三雄 

昨年太田さんご一家が入会され、この紙面にも6

年生の茶瑚ちゃんが投稿してくれました。私が耕し

ている畑の前を通りかかったご一家と、ちょっとし

たきっかけで手作り野菜に話がはずみ入会となりま

した。今私と一緒にいろいろな種類の種や苗を植付

け、一部収穫できるところまできました。私も以前

この紙面に、子供のころ母親に野山を遊び場として

連れて行ってくれたことを掲載させていただきまし

た。その記憶は生涯忘れることはなく、茶瑚ちゃん

もきっと覚えていてくれることと思います。お友達

を誘い、畑にシャベルを入れ、小さな種や苗から発

芽しない悔しさや、成長した大きな大根やカリフラ

ワーなどを収穫した感動と共に。倉沢里山を愛する

会がきっと次の世代、いやその先まで繋がるものと

期待しています。そして積極的に足を運んでいただ

く茶瑚ちゃんのお母さんに

感謝です。 

6年生 茶瑚ちゃん 

私は畑での体験を通して今

まで苦手であまり食べられ

なかった野菜を三浦さんに

一から教わり種から育てた

物を収穫して食べるととて

も美味しく感じて苦手な野

菜も食べれるようになって

いるなと思いました。自分

で育ててみると、お手入れ

などが少し大変なのに、続

けるのがとても楽しいと感じました！畑で色々な、

野菜を育てると毎回驚くことがあります。例えば、

お米の粒くらいの大きさの種から、大きな野菜が出

来たり、とても驚きがたくさんあっていつもビック

リします！色々な意味で学ぶことがたくさんあるん

だと思いました！そして、畑仕事は年齢関係なく出

来る楽しい趣味です！これからも沢山の野菜を育て

て沢山の野菜を好きになりたいです！ 

6年生 なっちやん 

始めは畑に興味を持てなかったけれど、友達に誘

われて行ってみたら、とても楽しかったです。今の

季節は、何が収穫出来るのか、分かるようになって

嬉しいし、また畑に行きたいなと思いました。 

杉本とも子 

倉沢の里山にもたくさ

ん繁茂している多年草

の植物です。雑草とし

て邪魔にされることが

多い植物でもあります

が、新芽は草餅に、お灸のモグサは葉の下面の毛か

ら作るように、食料に薬草にと、昔から活用されて

いることはご存知の方が多いことでしょう。染料と

して用いる場合、季節によって色合いの変化が多い

染料で、季節ごとに楽しめる植物です。染め方は草

木染の基本的な方法です。ヨモギの葉、茎を水から

熱煎し染液を作ります。抽出した色素が溶けこんだ

染液に布や糸を入れ、煮染し、糸や布に色素を付着

させます。これが「染まった」状態です。この色素

を鉄分や、アルカリや酸性の物質と反応させること

で、安定した（変色しない）色となり布に定着しま

す。この作業が『媒染』です。この技術が、昔から

の知恵として、多くの試行錯誤や実験からいろいろ

な色を作り出してきました。採取した時期、採取部

分、そして媒染によって、発色する色は違ってきま

す。「老竹色」「利休鼠色」が主です。しかし、草

餅のようなきれいな蓬色を得たくとも、草木染では

大変困難です。一般的に植物の葉が緑であっても

「緑」に染めることは難しく、先に黄色に染めて

（コブナグサで）青色を重ね染（藍で）をする方

法。先に媒染する方法。媒染を数種使う。浸す時間

を調整する。などなど。いろいろな方法を試し、緑

色に近づけます。ヨモギで緑に染めることに、我が

師は10年かかったそうです。師よりその方法を指導

受けましたが、大変難しく、私自身はまだ挑戦でき

ずにいます。     

先日（6月9日）、植物保護活動で、六地蔵緑地で

外来種植物等の除去活動の際、採取したもので染め

ました。状態は、まだ花の咲かない緑色に育ったヨ

モギです。媒染は①ミョウバン②草木灰③おはぐろ

（錆びた釘を酢に浸けて作った液）の三種で処理し

ました。採取した時期、採取部分、そして媒染に

よって、発色する色は違ってきます。まさに「一期

一会」の出会いでした。 
利休鼠色：やや緑味をおびた鼠色。利休が好んで侘

びの精神を表した色との一説。  

草木染の染料と植物たち 

里山の 
 

色 彩 
5 

ヨモギ 

左から 

ミョウバン 

草木灰 

おはぐろ 

草木染の布でマスク製作 

今必要な、素敵な作品 

草木染のマスク！贅沢品 
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4月～5月 新型コロナ感染症の影響で緊急事態

宣言が出され、密を避

けるため会の全体活動

は中止しました。20周

年記念の庚申塔祭り、

植樹祭は中止といたし

ました。竹林整備のタ

ケノコ掘りは、少人数の幹事中心で、早朝5時

より実施、竹林もいつものように整いまし

た。雑草が伸び始めて、これも少人数の幹事

と、メールでの呼びかけに応じてくれました

有志で機械刈りを実施、整備されています。 

6月14日(日） 機械刈り限定10名で実施。 

6月24日(水） 長久保緑地、北緑地機械刈り13名 

 手刈りは、タラの丘、粗朶柵周辺、万蔵院台

道路側17名 集合場所も機械と手刈りは別々

に対応。おやつ 菓子パン（参加合計30名） 

作業後、幹事会開催   

各回の持物：バンダナ、手袋、スタンプ帳、飲料水 

各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時

翌日（コロナ・緑地の状況により内容を変更する事

があります。各回ともおやつが出ます） 

7月11日(土)活動報告、万蔵院台機械刈り、第一緑地

崖面手刈り。 

8月22日(土) 万蔵院台栗林機械刈り、長久保緑地栗

林機械刈り、万蔵院台道路側手刈り 

9月20日(日)第一緑地の機械刈り、第一緑地道路沿い

手刈り 

※各回とも事前に植物保護他 準備作業があります。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆自分が耕している畑は、もちろんですが、畑の

通路や草地も、それぞれが管理して下さい。笹

は出たら即刈り取ります。葉がなければ光合成

が出来ず、栄養が摂れないのでかなり弱りま

す。周囲の迷惑にならないように心がけましょ

う。刈った草や笹は、緑地の奥の粗朶柵に入れ

られます。 

☆充電式の小型草刈り機が第2緑地の物置にありま

す。畑の周囲を刈るのにちょうど良く、女性で

も扱いが簡単です。くれぐれも怪我の無いよう

にご使用ください。終了したら必ず充電して御

返却下さい。詳しくは事務局まで。 

☆畑の野菜がなくなる被害がありました。不審者

を見かけたら声を掛けましょう。 

☆ファームの方は年間5回の里山活動の参加を義務

付けています。7月より植物保護を含め参加機会

が20回以上あります。どうぞご参加下さい。 

4～6月の主な活動記録 

7月～9月の主な活動予定 

 
2018年に妻が友人の田
村はる子さんに誘われ会
に入会し、アリスの丘
ファームでの野菜作りが
始まりました。と言って
も、私の仕事は、鍬やス
コップで畑を耕し牛糞や
馬糞を一輪車で運び込み
畝づくり、水の運搬、畑
の周りの雑草や笹退治が
主な作業でしたが、週に
1度の休みの日、爽やか
な汗をかきつつ、収穫し
たジャガイモや玉ねぎ、
キャベツなど新鮮な野菜
を子供や孫におすそ分けできて満足をしていまし
た。昨年春、第一緑地で伐採した杉の丸太を田村さ
んから借りた斧で薪割をしていたところ、風の丘
ファームが新しく区画が整理され、募集をしている
と聞き、早速妻と現地視察をし
て、即申込み、引っ越しするこ
とになりました。その時、風の
丘ファームの周りにあった大木
を、会のメンバーと忠夫さん阿
部さんが、チェーンソーとユン
ボで伐採するのを見て感激しま
した。それからマイ斧2本購入
に始まり、ガイドバー50cmのマ
イチェーンソー、マイ刈払い機
と次々と購入し、それ以降は、
畑で農作業というよりも、里山
での木の伐採やそれを丸太にし
たり、最後に薪にする作業の方
が楽しくなりました。昨年に
は、坂田さんの指導の下で炭焼き小屋の屋根の修理
とリヤカー車庫の建築のお手伝いもさせてもらい、
私の休日は一気に充実したものとなりました。今年
からは、会の幹事をさせて頂き、機械班として
チェーンソーの目立ての講習や、刈払い機のメンテ

ナンスにも参加しました。 
 最近では、会の看板づくり
を買って出て、あちこちの
看板の再設置をしておりま
す。看板の材料は全て里山
にある物で作ります。ベニ
ヤは腐葉土置き場で使用し
ていたベニヤ、木の枝、杉
の皮も里山の伐採した木か
らとりました。これからも
皆さんと里山保全のために 

何より自分の楽しみを見つ

けるために活動をしていき

たいと思っています。 

おいら里山の看板屋？ 

ポスト前の新しい看板 

杉の皮で、素敵な雰囲気 

第一緑地のセンスある看板 

他にも万蔵院台緑地、長久保緑地、アリスの丘にもアート作品の看板が!! 

杉本 隆 


