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なな山緑地の会発行

岡本さんとなな山緑地の活動
岡本昌児さんを悼む

相田 幸一

される力が戻ってきたご様子でした。

岡本昌児さんは、昨 2012 年 12 月 18 日、

なな山緑地の活動も 10 年の節目を迎えようとしています。

突然のご病気でご逝去されました。謹ん

継続して活動してきた仲間として、よくここまで来たと感

でご冥福をお祈りいたします。

慨にふけることもあり、また誇らしく思っていました。

岡本さんとは多摩市グリーンボランティ

そんな矢先、突然の不幸が襲ったのです。岡本さんは去年

ア講座第二期終了の同期生で、新たに森

の 12 月 10 日の忘年会、美味い酒と料理で十数人のなな山

木会の活動地となったこの和田の雑木林の緑地管理に、真っ

の仲間と愉快に過ごされました。それから 1 週間余り後の

先に名乗りを上げた一人でした。平成 15 年（2003 年）12

訃報でした。言葉もありませんでした。

月から活動が始まりました。そして翌年４月、設立された

今、「なな山緑地の会」の会員は少しずつ増え、設立時の約

「なな山緑地の会」の創設メンバーの一人です。

２倍になっています。岡本さんの熱い思いを心に抱いて、

緑地管理の取っ掛りは作業・観察のための道づくりで、岡

雑木林を楽しみながら維持管理する活動を皆で末永く続け

本さんの手腕が見事に発揮され、今の西の山に道が延びま

ていきたいと思っています。

した。特に急な斜面の階段づくりは岡本さんの力が存分に
発揮されたところです。スギ・ヒノキの間伐・皮むき・そ
して西の山の草刈と、作業のリーダー的役割を充分に果た
して下さいました。何年か過ぎた頃、体調を崩されて作業
に来られない日が続きました。病との闘いがあり、そして
復活してまたなな山に来られるようになりましたが、しば
らくは体力の回復に努められ、やがて体力も少しずつ回
復して、この 1 年ぐらいは軽作業を中心に緑地活動に参加

活動中の岡本さん

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
石井 栄美子

秋の里山に魅せられて

この度、環境部会でなな山緑地の会に入会させていた

多摩・生活者ネットワークは昨年、発足から 30 年
を迎えました。当時、生活クラブ生協に加入している仲間た

だくことになりました。先の、30 周年イベント企画「私の

ちで「自分の街のことは自分たちで決める」を合言葉に、市

好きな多摩市の風景」で、
ウォーキングコースのひとつに「な

民が主体的に街づくりに関わる活動を積み重ねてきました。

な山緑地散策」を設けました。
（119 号に掲載）11 月 18 日に

若い母親を中心に、給食の食器食材から始まり、ゴミ問題、

20 名程で訪れ、住﨑さん、髙木さんに案内していただき、

子育て支援、福祉など身近な課題を調査し政策化、現在も市

お話とともに秋の雑木林を堪能させていただきました。手入

政に提案を続けています。政治を生活の道具に ! 生活者ネッ

れされた山を歩き、椎茸やなめこに目を見張り、高く伸びた

トの議員は、政治と人々の生活をつなぐ役割をしています。

木々や秋の陽光に満たされたひと時になりました。

当初元気で若かったメンバーも、少々成熟度を増しましたが、

環境部会の主な活動に永年に渡る川の水質調査、井戸調査、

まだまだ前進中です。

みどりの保全、雨水利用、生ゴミ堆肥化、自然エネルギーの

現在会員は 55 名、環境、福祉、教育、広報部と地域のさま

推進などがあります。
「なな山緑地」の保全活動は、昔の人々

ざまな人々と連携しながら活動を行っています。時代の変化

があたり前に行っていた循環型のエコな暮らしを残していま

とともに、人々の考え方、価値観も多様化し、問題解決も難

す、そこに共感しました。また緑地が残る経緯の中に、仲間

しさを増しています。これからも本当に住みやすい豊かに暮

の新井美沙子さんの存在もあり、当時、寄付をされた住﨑さ

らせる街を目指して、発信を続けていきます。興味のある方

んの行為に驚き、胸を撫で下ろしたものでした。

は「生活者ネットニュース」を年 4 回新聞折込していますの

今回再びのご縁で、もっとこの里山を知っていただき、守る

でご覧下さい。また、活動の様子をホームページにアップし

お手伝いに関われればと参加いたしました。山好き、花好き、

ていますので、そちらもよろしくお願いします。

自然好きなメンバーが出入りしますが、どうぞよろしくお願
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いいたします。

深 め よ う 会 員 の 絆
旧東海道五十三次を歩く

めかい用のシノダケ採取

リレー随筆
大井 幸夫

2 月 23 日、なな山で多摩市主催の「多摩のめかいづくり講座」

私の趣味はウォーキングです。最初はダイエットのために

で材料に使用するシノダケの採取が行われました。
「めかい」

歩き始めたのですが、だんだん歩くこと自体が面白くなり、

とは、多摩地域に自生するシノダケを使って、農閑期に作

その挙句、旧東海道歩きに挑戦しました。

られた生活用具（ざるやかご）です。当日は講師の菊池富

◆8 キロのダイエット効果

士江さんをはじめ、多摩市の担当者 2 名と 15 名の受講者、

昨年、勤めていた会社を退職しました。その後 10 カ月で、

なな山からは髙木さん、相田さん、中原が参加しました。

体重が 4 キロ増えました。往復 2 時間の通勤ウォーキング

めかいづくりのシノダケには 1 年もので節間が長く、曲が

をしなくなったためです。ウォーキングがいかに体重維持

りのないものが適しているとのこと。受講者それぞれが 5〜

に役立っていたかを、改めて思い知らされています。

6 本を採取しました。なな山のシノダケは落葉樹の下に生え

8 年ほど前にもダイエット・ウォーキングに挑戦したこと

ているため、丈が高く、したがって節間が長いとのこと。

がありました。体重が 80 キロ目前になったのがきっかけで、

また、冬はシノダケが柔らかくなり、材料づくりにはちょ

通勤電車を少し手前の駅で降り、40 分ほど徒歩通勤したも

うどよい季節とのことでした。なお現在、シノダケの群生

のです。あっという間に体重が 8 キロも減り、体調もよく

地が少なくなっているとのこと

なりました。健康にいいだけでなく、歩くことがとても楽

ですので、なな山では大切に管

しくなり、東海道ウォークに挑戦した次第です。

理していきたいと思います。講

◆五十三次 492 キロを 20 日で

座は 2 月 9 日〜3 月 16 日、６回

旧東海道は、お江戸日本橋から京都三条まで 492 キロ。名

シリーズ

古屋までは、現在の東海道 ( 国道 1 号線 ) とほぼ同じルー

で行われ

トです。もちろんいっぺんには歩けないので、何回にも分

ました。

けて歩きます。例えば日本橋から川崎宿まで歩くと、電車

（中原）

で自宅まで帰り、次に歩く時は川崎宿から保土ヶ谷宿まで

相田幸一作「めかい」

歩くといったやり方を繰り返すわけです。近場はいいので
すが、遠くなるほど電車での往復が、時間的にも電車賃的

シノダケの選び方を指導する
菊池富士江さん

南鶴牧小学校の冬のなな山観察会

にも負担が重くなってきます。三島宿 ( 静岡 ) あたりからは、
1 泊 2 日で旅館泊を挟むようになりました。
平均 1 日 25 キロ、宿場数にして 3 〜４宿。当時まだ勤務

2 月 2 日（土）10 時、南鶴牧小学校の生徒 6 人、保護者 3

していたので、歩くのはせいぜい月 1 〜２回。踏破するの

人、先生 2 人が、冬のなな山を観察しようとやってきました。

に足掛け 3 年、合計 20 日間掛りました。弥次さん喜多さ

相田さんの案内で、西の谷でヒノキとスギの葉や幹の違い

んの時代は、男性なら 13 日程度で歩いたそうです。当時は

を観察して、どんぐりを拾いながら西の山を越え、中の谷

わらじ履きでしたが、私は近代的な靴にも関わらず、1 日歩く

へ入りました。そこでカブトムシの幼虫採りに夢中になっ

と足にマメができ、足を引きずりながらゴールするありさま。

ていると、そのあたりを縄張りにしているモズが一羽やっ

◆石畳の箱根八里、丸子のとろろ汁

てきて、尾を回すように動かし、地面に下りては何かをつ

旧道は、国道としてトラックがビュンビュン走る幹線道路

いばみ、また木に戻るという行動を繰り返していました。

となっている所もあれば、開発から取り残されたおかげで、

その様子を双眼鏡で見たり、写真に撮ったり、ゆっくり観

昔の宿場の旅籠や本陣がそのまま残っている所も多くあり

察することができました。中の山では、西の山との樹木の

ます。箱根八里の石畳、由比宿 ( 静岡 ) や関宿 ( 三重 ) の宿

違いを体感し、朽ち果てた倒木の中の幼虫探しを楽しみま

場の街並み、府中宿（静岡）の安倍川餅、丸子宿のとろろ

した。またカマキリ、コカマキリ、ミノムシの巣を観察す

汁など昔ながらの茶店が残っていて、何とも言えない風情

ることができました。冬の観察会にふさわしい収穫があっ

がありました。

たと思われます。

こんなに楽しくて、しかもダイエット効果のあるウォーキ

11 時 45 分に広場に

ング。リバウンドし始めた今こそ、再開したいとの思いが

戻り、子どもたちは

強くなってきました。次にやるなら、

持参したお弁当を開

甲州街道か日光街道あたりが

いて、ランチタイム

目標となりそうです。

を楽しんでいました。
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（中原）
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チャノキ（ツバキ科）
Camellia sinensis (L.) O. Kuntze
書院造りの華飾を最大限に削り、床

10 月に入り、朝晩冷え込むようになると、チャノキの白い

の間と畳だけを残した。草で葺いた屋根、

花が下向きに咲きだした。雄しべがひときわ目立つ花だ。

自然木の歪んだ柱、土の壁はどこででも手に入る材料であ

この木は 3 年前に会員の一人が種を持参し、広場を取り巻

り、格式にとらわれることなく、自由と想像性にあふれて

く斜面に蒔いたもので、現在大きいものは背丈が 1m くら

いた。極小の空間に大自然を取り入れ、人を包み込み、茶

いになっている。

を味わう。五感を通して、意識は次第に内部へと向かい、

チャノキは奈良時代に薬用として中国から入り、鎌倉時代

奥深い話がなされたのだろう。

初めに栄西が中国から種子を持ち帰ったことから栽培が始

利休の茶室は風が吹けば飛ぶような庵ではあるが、その自

まり、茶を飲む習慣が広まった。信長、秀吉に使えた千利

由な創造性は、19 世紀のヨーロッパの建築、デザインに影

休によって侘び茶が確立されていく。一方、中国では日本

響を及ぼした。それまでの歴史主義建築の流れに終止符を

のような定式や流派はなく、今は主に、茶の味と香りを楽

打ち、新しいスタイル、アール・ヌーボーが生まれたのだ。

しむ作法があるようだ。日本の茶の世界は侘び茶専用の場

足は痺れるし、お茶のお変わりはしたいし、というところ

である茶室や茶道具など総合芸術として美意識が充実し、

が本音ではあるが、そのような大仕事をしてきた茶の功績

わび、さびの精神性世界へと発展していく。

を思いながら、今年はなな山のチャノキの新芽を摘んで手

現在、利休の手になると言われる茶室「待庵（たいあん）
」が、

揉茶を味わいたい。の華飾を最大限に削り、床の間と畳

京都大山崎町に残っている。その頃、茶室の広さは四畳半

だけを残した。草で葺いた屋根、自然木

が正式とされていたが、
「待庵」は二畳に床の間という狭さ

の歪んだ柱、土の壁はどこででも手に入る材料であり、格

である。天王山の南山麓にある宝積寺の阿弥陀堂の移築・

式にとらわれることなく、自由と想像性にあふれていた。

改装ではないかと言われている。古材の再利用であるため、

極小の空間に大自然を取り入れ、人を包み込み、茶を味わう。

風化の要素が加味され、独特の味わいが生まれる。それま

五感を通して、意識は次第に内部へと向かい、そして奥深

では書院造りが格式ある邸宅とされていたが、利休の草庵

い話がなされたのだろう。

茶室の考え方はそれに相対するものであった。

待庵外観

利休の茶室は風が吹けば飛ぶような庵ではあるが、その自

由な創造性は、19内部
世紀のヨーロッパの建築、デザインに影

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

響を及ぼした。それまでの歴史主義建築の流れに終止符を
打ち、新しいスタイル、アール・ヌーボーが生まれたのだ。
足は痛いし、お茶のお変わりはしたいし、というところが

多摩エコ・フェスタ 2013 に展示参加

本音ではあるが、そのような大仕事をしてきた茶の功績を
「なな山の植物
２」が出来ました
思いながら、今年はなな山のチャノキの新芽を摘んで手揉

「なな山の植物 花と実」
2012 年 10 月、
「なな山の植物
１」
茶を味わいたい。

多摩エコ・フェスタは毎年 1 回、多摩市民環境会議の主催

で身近な環境問題に取り組むグループ等の展示・発表の場

に続く第 3 弾としてなな山緑地に生育する 58 種類の植物

として「環境展」を開催しています。

を掲載した「なな山の植物 ２」が完成しました。

今年は「子どもたちとつないでいこう多摩の自然」をテー

お陰様でなな山の植物シリーズはご好評をいただき、グリー

マに 2013 年 2 月 23 日、24 日と 2 日間開催されました。

ンライブセンターにて、１部 120 円で頒布していますが、

「なな山緑地の会」は活動展示に参加。なな山の自然と活動

既に 60 部ほどお求めいただきました。植物が見せる自然の
美しさを少しでもお伝えできればと願っております。（鎌田）

を紹介しつつテーマにそって、なな山を訪れた子どもたち
の活動振りを中心に写真展示を行いました。子どもたちの
いきいきした姿は来場者に好感をもって迎えられたようで
す。加えて、雑木林の材料で作った木工細工の一部とシノ
ダケ（アズマネ
ザサ）を使った
メカイ（目籠）
の試作工程の
展示も行い、
こちらも関心
を集めました。
( 相田 )
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なな山日記（活動・観察記録）
No. 204

2012 年 12 月 9 日（日）晴れ 気温 9℃

参加者 21 人

とたに えま
No. 205 2012 年 12 月 23 日（日）晴れ 気温 8℃ 参加者 20 人

12 月 18 日、岡本昌児さんご逝去。大掃除と年納めの豚汁パーティー。

二小「なな山で遊ぼう 2012」が開催され、子ども・大人合わせ

て 159 人がなな山を訪れた。同時に通常の活動も行われた。

●作業／道路沿い、道路沿い・広場の一斉掃除。サトイモ掘り。

ギの苗植え。倉庫前に敷石設置。

●観察／動きがにぶくなったオオト

●作業／中の山の道作り。タマネ

堆肥運び。倉庫片付け。正月飾り作り。

常緑樹の間

ビサシガメを発見。コナラ、

伐。中の山

伐倒したイチョウから

の草刈り。

新芽が吹き出していた。

No. 206 2013 年 1 月 13 日（日）晴れ 気温 14℃ 参加者 30 人

No. 207 2013 年 1 月 27 日（日）晴れ 気温 6℃ 参加者 17 人

今年最初の活動。新春にふさわしく杖道の演武が行われた。
「な

手洗い場の水道蛇口が壊れて使えなくなった。雪害でコナラ 1 本、

な山だより 27 号」配布。

スギ 4 本が倒されていた。

●作業／山始めの神事。緑地内観察とゴミ拾い。巣箱の取り外

●作業／くず掃き。草刈り。巣箱の修理・巣箱作り・巣箱取り付け。
雪害による倒木の処理、くず掃き。草刈り。

し・清掃・取り付け。手洗い場前と倉庫前に石を敷く。ミョウ
ガの植付
け。西の
山のくず
掃き。

No. 209 2013 年 2 月 24 日（日）晴れ 気温 8℃ 参加者 19 人

No. 208 2013 年 2 月 10 日（日）晴れ 気温 10℃ 参加者 32 人

雪害で倒された木の処理。バス停方面に飛び出した枝の切除。
なな山の会員向け「チェーンソーの講習と実践」が行われた。
●作業／くず掃き。下草刈り。伐倒。堆肥撒き。看板の作り替え。 ●作業／チェーンソーの目立ての講習と伐倒の実践。植樹用ク
ホダ木作り。道路にはみ出した枝の切除。

ヌギの苗 40 本以上の掘り起こし。畑
●観察／ウメ、オオイヌノフグリ、ホトケノザの花が咲いていた。 に耕運機をかける。林内の枝拾い。倒
木の伐倒。看板作り。シガラ作り。
●観察／ドングリがたく
さん根を出していた。
蕗の薹が咲いた。
No. 210 2013 年 3 月 10 日（日）晴れ 気温 17℃ 参加者 18 人

No. 211 2013 年 3 月 24 日（日）晴れ 気温 10℃ 参加者 13 人

初夏の気温となり、暑いくらい。午後は突風が吹き、空が煙霧

平成 24 年度総会開催 ( 午前 )。いつになく多くの意見が交わ

●作業／ジャガイモ植付け。ほだ木運搬、シイタケ菌植付け。

●作業／倉庫裏の薪置き場の整理。ナメコ菌の植付け。コク

で黄色になった。

された。今年は 10 周年記念の年。11 月は 10 周年月間。

法面のヤマザクラの枯

ランの養生。

損木処理。西の谷奥
と東の山の道作り。

●観察／ツクシが出
ていた。シュンラン
の花が咲いた。
お知らせ

なな山だより
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なな山緑地の会は今年、創立 10 年を迎えました。11 月には記念

発行

なな山緑地の会

の冊子を発刊しますので、会員の皆様は、活動の感想文 200 字を

発行責任者

髙木直樹

6 月末日までに鎌田さんへ送って下さい。手書きの原稿でも結構

住所

多摩市和田 1394-13

です。（中原） 送り先 : 鎌田文雄宛

ホームページ http://www.geocities.jp/nanayamaryokuchi/

FAX : 042-373-0832

多摩市永山 5-34-24-2

編集委員

メール : f-kamada@sea.plala.or.jp
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