
アリスの丘・風の丘ファーム NEWSLETTER（倉沢里山を愛する会会報）                        No.96 2021/冬（1）

 

 
倉沢里山を愛する会会報 

N E W S  L E T T E R № 9 6 

2021年冬号(1月1日発行) 

発行責任者 安孫子昭二 

編    集 田村はる子 

〒191-0033 

日野市百草 6 9 8 - 6 (田村 ) 

TEL/FAX 042-592-5859 

ail: info@alice-fm.info 

URL:http://alice-fm.info 

 

里 山 と 畑 
               百草 尾山桂子 

みなさまはじめまして。今年度より入会し、9月

より畑をはじめました。結婚を機に百草に移住し

て早18年。ずっと仕事ばかりで地元の豊かな自然

やご近所の方々と触れ合うことが殆どないまま通

り過ぎるだけでした。昨年田村はる子さんとご縁

をいただき、こちらの活動を紹介していただきま

した。畑作が里山保全の一環として行われている

と聞き、牛糞や馬糞、おから、腐葉土など、環境

を利用した野菜作りに共感したのと、コロナ騒ぎ

で時間に余裕ができた事もあり、畑にも挑戦する

ことにしました。そうして案内していただいた畑

を見てびっくり。こんなに広大な地面を私は管理

できるのだろうか。実家の小さな庭の草取りも手

伝ったことがないのに…。 

保全活動では、栗処理と下草刈りに何度か参加

しました。諸先輩方の上手な鎌捌きと草花の知識

と山歩きの達者なことに大変驚きました。一方で

私はトリカブトとタマノカンアオイだけ覚えるに

留まりました。百両、千両、万両も教えていただ

きましたが、メモを見ないと答えが分からず要勉

強です。 

 畑では初めに、ファームで採れた種を頂き、春

菊とパクチー、そして購入した小松菜とカブの種

を蒔いてみました。野菜の種は思ったより小さく

て、ドバッと地面に落ちてしまい間引きが大変で

したが、一斉に土から出て並んでいる新芽が可愛

くて、その芽吹きが嬉しくて、また熟したら土の

上にちょこんと鎮座す

るカブも愛おしくてた

まりません。周りの皆

さんにいろいろ教えて

いただきながら、収穫

したり、種を蒔いたり

草取りをしたりしな

かったり半農まではい

かない四半農生活を楽

しんでいます。どうぞ

よろしくお願い致しま

す。 

************************ 

ノダケ（セリ科） 

立冬過ぎても日向緑地

奥でノダケはカシワバ

ハグマ・コウヤボウキ

と共に群生し、同時期

に開花・結実を競って

います。名前の由来を

調べると、茎が分枝す

ることが少ないので野

に生える竹に見立てた

ものと思われる説に落

ち着いています。 

国内分布も多くの図鑑

説明より実際にはより広範囲に自生とか。2016年

10月日野の自然を守る会植物研究グループ発行の

冊子の付表では、市内15箇所中10箇所に出現なの

で市内でも多く見られる植物だと言えましょう。 

根生葉と下部の葉は長い柄のある3出羽状複葉

で、なるほどセリに似てるなあと、上部に目を移

していくと、「これ互生で鋸歯がある、けれどナ

ニ！」と驚きです。写真をご覧ください。小葉の

基部が袋状に膨らみその先に葉があるような状態

になり、上部に行くほど袋は膨らみ、葉は「これ

でも葉なの」と言い訳しているようになってしま

うのです。葉は退化して柄だけが膨らんで鞘状と

なってしまうのですね。その鞘の根元からでた枝

の先に複散形花序を出し、暗紫色の小花を多数つ

けています。下方から咲いていくのか緑色で数㍉

くらいのバナナ状の実も視られます。カレー粉の

ような香りがあるそうですが、嗅覚無機能の私に

は確認できずです。 

根を乾燥させたものは漢方で、解熱・発汗など

の作用があるそうです。(峰岸立枝) 

里山の希少種ハバヤマボクチの前で 

mailto:alice-fm@mail.hinocatv.ne.jp


アリスの丘・風の丘ファーム NEWSLETTER（倉沢里山を愛する会会報）                        No.96 2021/冬（2） 

 

 

 

 

 ツグミも馴染みのある小鳥です。全体に地味ですが、アサリ貝を思わすよ

うな胸の模様がたいそう美しい個体があるので、出会うたびにクローズ

アップして確かめるのがクセになってしまいそうな奥深さがあります。 

 秋にシベリアなどから渡ってくると、ばらばらに群を解いて冬を過ごし

ます。シャンと背筋を伸ばし、両脚を揃えながらホッピングして枯草の下

の虫をさがし、また伸びあがってあたりをうかがう、という様子も印象的です。低く飛びながら「ケ

ロッケロッ」と小さい声を漏らすことがありますがサエズリということをしません。口をつぐんでいる

ことから、「ツグミ」と呼ばれるようになったということです。 

 ツグミといえば、戦後の数年間は盛んに行われた「カスミ網猟」のことを思い出します。当時ですら

「密猟」とされていましたが、食糧難の折から「お目こぼし」状態にあったのです。 

渡りの群れの頭が尾根を越えるタイミングを待ち構えていて、旗を打ち振るうと、バサバサという響

きをタカの襲撃と勘違いしたツグミたちは、いっせいに高度を下げて木々の間を飛行するようになり、

横に長く張ってある網に突っ込んでしまうのです。小鳥たちを焼いて食べさせる小屋を「鳥屋(とや)」

といいました。 

カスミ網を張るには、山腹を一定の巾でベルト状に切り開ける

必要があり、ヘリコプターなどで山々の写真を撮ってみれば一

目瞭然のはずです。現在、いかに山奥とはいえ、そんな密猟が

残っているとは思えません。 

けれど、少年のころに目にした光景は、神秘と憧憬と後悔をと

もなった心象としてよみがえってきます。尾根を渡りきろうと

している群れが、きわどいところで幻の声につられて方向を変

える。あさまだき、影のうすい多頭の蛇が黒い頭をいっせいに

回すように心象されます。その速い流れと変化はせつない迫力

を持っており、これを想うたびに、しばらくのあいだ私の頭を

離れません。 

 
倉沢周辺の 

鳥たち 
   ツグミ          写真と文 杉本 研士 

ギ、コナラの苗

木は成長して立

派な緑地になっ

ています。その

他の緑地も毎月

の植物保護、緑

地管理の活動で

維持されてきま

した。    

これらの活動は

田村ご夫妻が

あってこそでき

たことと思って

います。しかし、田村裕介氏が体調を崩されたこ

とから、一昨年には新体制が発足しました。 

私は、「倉沢里山を愛する会」の歩みを改めて学

び、長年この地に根を張り成長してきた木々、そ

の緑地保全に携わってきた先人たちの労苦、犠牲

に思いを馳せ、次の時代につながるボランティア

活動をつづけていきたいと思います。そして、幹

事としては、会員皆様のボランティア活動が円滑

にできますように、コミュニケーションを図りな

がら進めていきたいと思います。 

里 山 へ の 思 い 
副会長（兼会計） 伊東晴雄 

坂道のある町、そして庭いじりを楽しみに当

地に引っ越し、今年で２１年目。引っ越した

当初は長野県のリンゴの木のオーナーに応募

し、摘果作業、収穫時期には３年間一泊予定

で通っていました。日野市の広報で当地でも

リンゴ狩ができることを知り、倉沢里山に行

きました。行ったときに、家庭菜園をしてい

る人、隣接している樹林の中で働いている

人々を見かけました。緑が多い、このような

場所で家庭菜園をやってみたいなとの思いを

持った記憶があります。そんな時、自治会で

当会員の方と出会い「倉沢里山を愛する

会」、「アリスの丘」のお話しを伺い、その

活動に興味を持ち入会させていただきまし

た。そして、リンゴ狩り時に樹林の中にいま

した人々が「倉沢里山を愛する会の人達であ

ることを知りました。入会後この素晴らしい

里山の自然環境を守るために努力している

方々と一緒に汗を流す楽しみを知りました。

「倉沢里山を愛する会」は発足して、今年で

20年の節目の年を迎えました。その間に、

「長久保緑地」の裸地の部分に植樹したクヌ 

美しく育てた菊の前で 
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里山の出前授業）     

日野市立夢が丘小学校 北川 彩 

  夢が丘小学校では、生活科と総合的な学習の時間

で「共に地域に生きる～持続可能な社会の創り手と

なる児童の育成～をテーマに研究を進めています。

学校の周りや自分たちの学区域を具体的な地域と捉

え、小学生の子供たちが考えるよりよい地域社会に

ついて、子供たちと共に私たち教員も考えながら学

習しています。 

３年生は年度始めより学校の周りの様子を調べ、

学校の周りには植物や昆虫など、生き物がどうもた

くさんいるということを感じ取ってきました。本や

インターネットでは調べきれなかった生き物につい

て、郷土資料館の学芸員の方にも教えていただきま

した。さらに、歴史について知るなかで、「どのよ

うにして生き物がたくさんいる地域になっているの

か？」という疑問をもちました。 

そこで、

１０月に

倉沢里山

の会の安

孫子会長

様、伊東

副会長

様、石黒

様に来て

いただき、子供たちに話をしていただきました。 

急なお願いにもかかわらず、資料やプレゼンテー

ションでも提示してくださるなど、様々な準備をし

ていただき、貴重な時間となりました。話を聞いた

子供たちは、「自然はそのままにしておくだけでは

だめなんだ。」「手入れをしてくれている人たちが

いるんだ。」などの感想をもちました。そして、今

は七生丘陵について分かったことをまとめて発表す

る活動に励んでいます。 

私は、一昨年夢が丘小学校に転任してきました。

豊かな自然があり、たくさんの生き物がいる七生、

その中で育っている子供たちはとても幸せだなと感

じています。今年度は倉沢里山の会の方の活動やお

話も聞くことができ、七生の魅力の秘密が分かった

ように思います。今後も子供たちと

共に楽しく生き物に触れていきたい

です。 

 「幻の染料」アカネが

万蔵院台緑地一面に

育っていることに、感

動しました。万葉集で

は、「あかねさす」は

「君」「照る」などに

かかる枕詞で、万物が

茜色に輝く形容を万葉

の時代から表現していた、日本人の生活に根差した色

なのですね。                 

アカネは山野に自生する多年生

つる草で、根を染料として使いま

す。（写真1）千年以上前に染め

られた色がいまだにあせることな

く正倉院に残っていることに感動

します。しかし、アカネは自然環

境の破壊などで少なくなり、また

茜染の技法は手間もかかり、難し

いことから廃れ、今ではアカネは

「幻の染料」といわれるようにな

りました。それに代わり植物分類学的には全く違う、

インド茜、西洋茜が使われ、染料店で手軽に入手で

き、染めの工程も簡単で、茜色に似せて、染めていま

す（インド茜染）これらに対してアカネは「日本茜」

とも言われています。今回、大事に保存しているアカ

ネの根を掘り起こしては、心

苦しかったので、我が家の庭

で栽培していたアカネの根と

万蔵院台緑地から少し採集さ

せていただいて染めました。

量は一握りくらいです。染方

法は、先に椿灰水溶液にしば

らく浸し「先媒染」をし、後

はいつもと同じ工程です。根を熱湯で煎じることを3

回繰り返し、染液をとり、先媒染した布を液に浸け、

煮染めしました。その後、また媒染液に浸けました。

やはり、量が少なかったので、染色は薄く、茜色には

遠い色あいでした。再度、庭からアカネの根を採集

し、「二度染(重ね染め)」をしました。そのようにし

て染まったのが①です。写真では、黄色が勝った写り

になっていますが、実際は赤味に黄色が混じったよう

な、まさに夕日の色ではありますが、残念ながらきれ

いな茜色はだせませんでした。 

今、「幻の染料」となったアカネ

を守ろうと、京都福知山市で栽培を

試みている方々がおられます。倉沢

里山で色々な「絶滅危惧種」「希少

植物」とともに大事に守られている

ことは、植物保護活動ということば

かりでなく、日本伝来の文化を守っ

ていくことなのだ。と改めて敬服

し、感謝しています。 

草木染の染料と植物たち 

里山の 
 

色 彩 7 

1 

アカネ      杉本とも子 

2 
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10月15日（木）植物保護 8名参加 
    チェーンソーメンテ 7名参加 おやつ 
10月17日(土）刈り払い機・手刈り 51名参加 
     菓子パン 

11月5日（木）植物保護 11名参加、 
     柚子もぎ、剪定 11名参加 おやつ 

11月7日（土）刈り払い機 ・手刈り 49名参加 
     おにぎり 

11月17日(火）緊急大木伐採 午前・午後14名参加 

11月20日(金）チェーンソーの手入れ 石坂忠夫                                         
      さんに教えて頂きました。9名参加 

11月23日（金）植物保護と柚子もぎ 21名参加 

11月26日（木）万蔵院台機械刈り・保護区手刈り 
     梅の剪定（アリスの丘）34名参加 
     菓子パン 
12月8日（火）植物保護 10名参加 おやつとコー 
     ヒー ハヤトウリのビール漬 
12月10日（木）柚子もぎ・剪定、梅剪定20名参加 
     おやつ、コーヒー、漬物 
12月12日（土）ひなた緑地機械刈り・落ち葉掃き 
        おにぎり、漬物 59名参加 

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） 

1月8日(金)日野市との協働作業 高木伐採 9時集

合  キウイ剪定枝の処理、ブルーベリー剪定 

1月23日(土) 落ち葉掃き おにぎり又はおやつ 

2月20日(土）落ち葉掃き おにぎり又はおやつ 

3月20日(土）緑地内作業路、堆肥床のメンテナンス 

10～12月の主な活動記録 

1月～3月の主な活動予定 

新たな１０年への転機 
―倉沢緑地の公開に向けて― 田村裕介・はる子 
昨年秋に、日野市緑と清流課の新課長が緑地視察を兼ね

て挨拶に見え、意見を交換する機会がありました。そこで提

起されたのは、市民向けに何らかの形で緑地公開をお願い

できないかとのことでした。 

本会は緑地保全と公開を両立させるため、日常活動に加

え、外部から事前に見学や体験の希望があればを100％受

け入れ、事務局が緑地を丁寧に案内してきました。2000年、

最初の散策会の企画をした時に、その時にはまだ私有地で

あった複数の農家の土地も含め倉沢を紹介し倉沢里山の

貴重さを、多くの方に理解して頂き、活動がスタートしました

が、最初はごく少人数での試行錯誤でした。長久保緑地の

裸地にクヌギ、コナラなどを植林して今の樹林地にしたこと

等、素人である市民ボランテイァの活動実績に対する評価

が、その後他の数件の相続の際の農家から市に寄付する

ことにより緑地として残そうという動機付けになり、今の倉沢

緑地の大半が寄付という形で奇跡的に残されたのです。 

この20年間、外部からの見学や体験希望、日本全国から

の専門家による研究・出版物化、地元小学生を始め、横国

大、千葉大、明治大、帝京大、高校生等、多くの学生の研

究フィールドとして積極的にお手伝いし、各地でのシンポジ

ウムなどや日野市ボランティア講座に常に協力して、倉沢

のシステムやそのオリジナリティーをアピールしてきました。

10周年記念誌『緑の風は永遠に』やその後のNEWS LET-

TERでも毎号のように紹介しています。 

絶滅危惧種を沢山含む希少植物の保護、極めて困難な

ローラー作戦による植生調査、作業路の整備や日常の管

理に必要な資・機材等、会員のカンパと労働で殆どを賄って

きました。加えて日本財団、セブンイレブン、トヨタ、花王等

多くの有名企業からも助成を頂きながら活動を維持してきま

したが、いずれもそう簡単な事ではありません。 

減少し続ける東京の農業が大きく石油エネルギーに依存

し昔ながらの雑木林と農地の経済的循環が断たれてしまっ

た現在、農業者に代わって周辺の市民が昔からの自然循

環を守ることの意義は大変大きいと思います。本会では新し

い農業に代わり、雑木林の落ち葉による腐葉土や、地元の

牛糞・馬糞・おから等を会が運営管理するファームで有機栽

培に還元し、市民の手で里山の循環を保持し、地球温暖化

や大気の清浄化等自然環境の保全にも貢献してきました。 

しかし市民が雑木林や林床の希少植物を引き継いで守り

育てているものを、ただ珍しい植物が好きなだけの心ない愛

好者に踏みにじられ、盗掘されることなどはよく聞く話です。 

彼らに自由気ままに入られることは私たちのに日常の努力

を無にする可能性も大きく、当会の会員も緑地に入る際に

は会所定のバンダナを付けて入ることを原則としています。

そのくらいのルールと気遣いがなければ、ここにしかないよ

うな希少な植物を守っていくことはできません。 

とはいえ、市と本会の間のパートナーシップ協定にもある

ように、20周年を迎える今、里山環境の重要性と我会の活

動の成果とを一般の方に見て頂く良い機会と捉え、年に２回

くらい一般市民への緑地公開を検討することにしました。 

そこで緑地だけでなくファーム活動も併せて紹介し、里山

保全に果たしてきた本会の努力と実績、その意義をアピー

ルするのも大きな意味のある事ではないでしょうか。 

どのような形で公開するか等、幹事の間でガイドライン策

定に着手したところです。会員の皆さまのご意見もお聞きし

ながら作っていきたいと思います。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆あけましておめでとうございます。今年も里山

をどうぞよろしくお願い致します。 
☆会も新しい体制が、軌道に乗り始め、役員の皆

様はいつも先頭に立ち、頑張って仕事をこなし
て下さってます。どうぞご協力をよろしくお願
い致します。 

☆昨年粗朶柵の整備をしました。畑で出るゴミな
どを、道路沿いの粗朶柵に入れますと、ゴミ捨
て場のようになってしまいます。、美しい里山
に相応しいように、奥の方の粗朶柵に目立たな
いように積んで下さい。その際、不燃物はまと
めて家で処分するようお願い致します。 

☆ファームの隣地との境に、笹がはびこらない様
に、常に葉を切っておいてください。 

☆ファームの撤退は、早めにお知らせ下さい。2月
に、新年度のお知らせを送付いたします。 

☆当会はあくまでも緑地保全がメインです。
ファームの方は、1月末までに、5回の活動参加
が義務付けられています。 

☆腐葉土を使用したい方、落ち葉掃きにご参加下
さい。 


