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なな山緑地の会発行

あけましておめでとうございます
平成最後の新年を迎え一言ご挨拶申し上げます。
「なな山緑地の会」も今年で 16 年を迎えました。昨年は通常の
作業活動の他に二つの活動がありました。一つは三方の森コミ
ュニティー会館で開かれた「三方の森ふれんどまつり」に「なな
山緑地の会」も協力団体としてブースを設け子供たちにヒンメリ、
メカイの作り方や木工細工で遊び、また地域の住民のみなさま
との交流をしました。今年も機会があったら協力したいと思って
います。二つ目は 2016～2018 年に渡り「なな山緑地」に生育す
る全ての植物の標本を作製し首都大学東京内にある牧野標本
館に「さく葉標本」として納めました。また、「明日へ繋ぐ里山の
記録」として植物標本展を開催し、のべ 800 人越えの見学者がありました。これは植物標本のような地味な展
示会としては大成功でした。そして、なな山緑地の植物が標本として永久に保存されることは大変よろこばしい
ことです。
さて、通常の活動ですが、9 月の台風で緑地内の樹木の枝折れ等の被害がかなりありましたが、市の協力と
当会で処理し 12 月の二小の恒例の「なな山で遊ぼう」のイベントに間に合い、当日は 200 人前後の児童、父兄
が訪れて楽しい一日を過ごしました。又、府中の明星高校の生徒やその他昨年は例年になく多くの児童、生徒
が訪れてくれました。
今年は 5 月から新しい年号に代わりますが、この新しい一年、事故、怪我のない楽しい年にしたいと思います。
会員のみなさま、そして関係各位の暖かいご支援、ご協力をお願いしご挨拶とさせて頂きます。
平成 31 年 1 月
なな山緑地の会 会長 高木直樹
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シュンラン 春蘭 ラン科

3 月になると寒さを破ってシュンランが咲き始めます。シュンランは光合成
をしますが、半分以上のエネルギーは土中の菌類からもらっているとのこ
とです。ですから日影でも充分に生きていかれるわけです。この方法を部
分的菌従属栄養と言います。シュンラン属のマヤランは、光合成をせず、
完全な菌従属栄養植物（腐生植物）です。植物が光合成をしなくなるとい
うことは、シュンランのように光合成と他から栄養源を取り入れる部分的
菌従属栄養の段階を経て、完全に他の生物に寄生する進化がおこるとの
ことです。私たちはシュンランが光合成をやめる進化の過度期に遭遇して
いるようです。数百年後、数千年後のシュンランは一体どんな形になって
いるのでしょうか。（中原）
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イベント・活動紹介

三方の森ふれんど 夏祭り
日にち：9 月 8 日（土）場所：多摩市三方の森コミュニティー会館

百草団地周辺地区地域福祉推進委員会「三方の森ふれんど」は、今年初めて地域
の子どもや大人、高齢者の多世代交流を目的とした「三方の森ふれんどまつり」を三方
の森コミュニティー会館で開催した。地域住民約２００人が参加したお祭りになな山の
ヒンメリづくりを手伝う

メンバーは「ぶんぶんゴマ」や「ヒンメリ作り」のブースを設けてたくさんの子供たちが参加し
ました。

なな山で遊ぼう！2018
日にち：12 月 16 日（日）

「なな山で遊ぼう！2018」活動報告
12 月 16 日、毎年恒例の「なな山で遊ぼう！2018」が開催され、今年も多摩二小
児童、保護者、PTCA 役員、おやじの会、総勢約 170 名の方が参加しました。
この日行ったのは、落ち葉滑り、滑車式ターザンロープ、木のブランコ、はしご登り、スラ
ックライン（綱渡り）、クリスマスリース作り、そしてなな山オリジナル・篠竹ヒンメリ。
おやじ達手作りの普段はなかなか味わえないスリル満点の遊具や、緑地の会の皆様と
綱渡り

作る楽しい工作で、子どもたちは時間を忘れて遊ぶことができました。
また、例年通りカブトムシの幼虫探しも行うことができ、土の中に現れた可愛い幼虫を
観察しながら興味津々の様子でした。
昼食には、なな山の里いもや大根を入れたあったか〜いけんちん汁と、おやじ特製のバ
ームクーヘン。
時折小雨もありましたが、皆で食べたことで心も体も温まりました。
今年は秋の台風による枝折れがあり、一時は開催縮小も危ぶまれましたが、緑地の
会の皆様のお陰で無事故で開催することができました。皆様のご尽力に二小を代表し
て心より御礼申し上げます。

リース作り

地域の自然と子供たち、親たちを、実体験を通してつなげていくこのイベントは大変貴
重なものであると感じています。なな山緑地の会の皆様、本当にありがとうございました。
また来年もよろしくお願い致します。
多摩二小 PTCA おやじの会 篠原真貴

バウムクーヘンづくり
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イベント・活動紹介

明星学苑高等学校ボランティア活動
日にち：１２月１５日（土）
今回初めて、明星学苑高等学校の生徒９０名がボランティアで里山の保全活動をな
な山で行いました。最初は山を回りながら、なな山の会員より里山についての説明を受
け、その後は班に分かれて、落ち葉かき、木工体験等の作業を体験しました。最初は
戸惑いながらでしたが、徐々に作業にも慣れていき、落ち葉かきはたくさんの人数で作
業したため山がとてもきれいになりました。生徒さんからの感想文の一部を紹介します。
１ 今回のボラボランティアで気づいたこと、わかったこと。
挨拶となな山の説明

・所々でビルが沢山ある場所もあれば、木が沢山ある場所もあって、私の家の近くは山
があるので親近感が湧いた部分もあったのですが、実際の保全活動はやったことがなかっ
たので、どうやって山を守っていくのか初めて学べました。行く前は、すこし楽なのかなとか、
すぐ終わりそうな仕事だなと思っていたのですが、3 クラスの人数でも一人一人大変だと
思うくらいきつかったし、でも、楽しい仕事もあってやり甲斐のある仕事だと思いました。湿
ったところで、木の丸太に菌を打ってキノコを作っていたのを見せていただいて、私のお家
にも家の裏でキノコを作っていたので、どのような環境でどのように作ればキノコを作れるの
か初めて知ることができました。
２ 今回のボランティア活動の経験を今後どのように活かしたいか。

西の山見学

・今回のボランティアで体験して、人の為になっているようで爽快感を感じたし楽しかっ
た。今後は、もっと長い期間でしっかりと取り組んでみたい。また、オリンピックのボランティ
アを 2020 年に申し込んだので、当選したら一生懸命取り組みたい。災害のボランティ
アも挑戦したいと思う。
・生物選択として、これから学んだことを自分の進んだ道で活用できる点は十分に使っ
ていきたいと思った。自然の循環を、人間の手でより都合良くしていくことにやや疑問は
残るが、木も含めた自然全体が豊かになればいいと思った。
３ 今回のボランティア活動の感想
・生物で学んだことも考えながらやってきたので、教科書で読んだことと合致したこともあ

落ち葉掃き

り、面白かった。
・今回、丸太切り、落ち葉掃き、枯れ葉集めなど全てのことをやらせていただいて、丸
太切りなどは小学生ぶりだったので、とても楽しかったです。だけど丸太１つ切ることや、
山の斜面の中で落ち葉を履くことが大変と感じ、改めて普段綺麗にしてくださっている方
はすごいんだなと思ったのと、それをボランティアでやってくださっていることにすごく感動しま
した。私もそのようにボランティアを率先してやれるような人になれるように近くのボランティ
アから参加して行きたいです。
・一見、枝を拾うという事は単純作業のように見えるけれど、想像以上に、斜面が急だ
ったので、滑らないか、落ちないか心配で怖かった。そして丸太切りでは、のこぎりで丸太
を切った。日本と海外で、のこぎりの使い方のポイントが異なる事を説明された。日本の

鋸の使い方練習

のこぎりは、引くときに力を入れるのがポイントでそれは知っていたので、実践してみたとこ
ろ、結構力が必要で腕が痛くなったが、指導員の人に褒められて嬉しかった。
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展覧会報告

多摩市なな山緑地の植物標本展
「明日へ繋ぐ里山の記録」
期間：11 月 7 日（水）～18 日（日）場所：牧野標本館 別館 TMU ギャラリー
植物標本プロジェクトは、2016 年から首都大学東京 牧野標本館の指導のもと、緑地に
生息するすべての植物種をめざして標本を作製し、牧野標本館に収納する活動を進めてき
ました。これまでに維管束植物 370 種、382 点のさく葉標本を納めました。その中の 50
点を展示し、「なな山緑地」の豊かな自然の一端を紹介しました。
11 月 11 日（日）には首都大学東京・助教 加藤英寿先生による講座と製作者による
植物標本展チラシ

発表も行われました。
来館者は大学の生徒さんや告知を見て来た方、たまたま通りかかった方、学校訪問で来た
高校生等などさまざまな方々に来館していただき、期間中には 800 名もの来館者がありま
した。最終日には阿部市長も来館されました。来館者の方には「標本がとても綺麗にできて
いる」や「標本にするとこんなに綺麗になるものなのですね。」等などたくさんの感想をいただき
ました。中にはメモを取りながらじっくり見ている方やプロジェクトのメンバーに説明を受けながら
見ている方もいました。
来館者にはドングリをめいかい篭の中へ入れてもらい人数把握しました。
標本展開催に際しては企画の打ち合わせ、会場の設営、撤収、期間中の受付等、大学

会場入り口

の協力も得ながら、なな山の会員である標本プロジェクトのメンバーが行いました。

人数把握のドングリ

サイハイラン

オオシマザクラ

阿部市長とメンバー

標本づくり物語
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展覧会報告
講座
「植物標本の世界」 加藤英寿先生（首都大学東京・助教）と作製者による発表
11 月 11 日（日）13：30～16：00 TMU ギャラリー「実習・講義室」
講座には広報等の告知により３０名余りの参加者があり、皆さん熱心に聞いていました。
司会進行は標本プロジェクトのメンバー石井さんにより進められました。
加藤先生による講座内容

・牧野標本館別館新設の経緯
講座参加者受付

・標本の保存と役割
・牧野富太郎の標本作り
・植物標本つくりに求められること
・歴史的資料となる標本
製作者による発表

加藤先生による講座

中原さん、名黒さん、正岡さん、石井さん、相田さん、飯田の６名が標本製作時の苦
労話や標本を製作してみて発見したことなどを一人ずつ発表しました。
製作者発表

搬入と搬出
11 月 6 日（火）開催前日に会場の設営が行われました。一日で終わるのか不安でした
が、相田さんをリーダーとしてメンバー全員で自分にできる事を皆で分担して行ったことによ
り、スムーズに準備ができました。
何もない会場は壁の設置から始まり、標本を額に納めて、納めたものを壁に掛けました。会
場入り口には花瓶を置き来館者をお迎えしました。
設営前の会場

会場壁の設置

１９日（月）開催終了時の撤収はわずかな時間で作業が終了しました。

展示する順番の確認

標本を額に入れる

加藤先生とメンバー
壁にパネルを掛ける
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深めよう会員の絆

エッセイ

リレー随筆

散策歩き？は楽しい

宮本 勇

なな山とアサギマダラチョウ

青木賢治

僕の今の趣味は所謂ウォーキングである。多摩市に越して

それは突然の出会い！今夏 7 月 8 日午前の仕事を終え、な

来て丸５年だがその３、４年前から歩くことが好きになった。

な山で弁当を食べ、山を一周していたらヤブミョウガの白い

最初は早朝散歩。年を重ねるごとに早く目が覚めるようにな

花に吸蜜しているアサギマダラチョウを発見した。

ったからだ。しかし、3～40 分程度の散歩のエネルギー消費

もう 9 年前になるが、カミさんと一緒に第 8 期初級講座で八

はたかが知れている。

王子堀之内寺沢里山公園へ行った時アサギマダラチョウを

あるとき僕の保護官(家内）が「夕食 2～30 分後早足で 1 時

見た。それまでは図鑑と標本箱だけの蝶であったが、広い山

間ほど歩くと良い」とテレビで

林をゆったり飛翔する優雅な姿に見とれた。いつかなな山で

見たとのたまう。保護官の云

も会えるかなーとずっと思っていた。

う事は絶対である。しかし、

7 年前から山に登り始め、塩見岳や空木岳の登山口等で沢

一人では歩かないと僕は言

山のアサギマダラチョウを発見。今秋も白山の林道でグライ

い張って保護官と一緒に歩

ダーの様に滑空する姿が見られた。いずれも標高 1000m 位

き始めた。

の開けて周りに樹木が茂る場所だ。山の頂き上部で見る事

4 月ごろ開始したが早足で歩くとみるみる汗びっしょりになる。

はなく決まって下山時午後の登山口で出会う。

信号で止まるたびに水分を十分補給しながら歩いた。 4～5

しかし、なな山ではなかなか見る事が出来ず半ば諦めかけ

日で早くも結果が現れ始めた。

ていた。それが見られたのだ！！

人間、現金なもので効果が実感できると継続できる。半年ほ

吸蜜している姿を写真に撮ろうと近づくとじっとしているが、

どでスリムに変身できた。もっとも食事の量も減らされたが…。

接写しようと近づくとすーと飛び去って行く。しかし、しばらく

それからは、早朝散歩は天候の悪い日を除いて続けた。保

すると木々の間を飛んで元の場所に戻ってくる。羽は綺麗な

護官は一緒じゃない、睡眠中である。また、月に１～２回は

アサギ色でマーキングされてなく、また傷んでもおらず美しい。

長距離を散策するスピードで歩いた。最長は目黒区の大橋

（注：アサギマダラチョウは南国から北方に渡りをする。羽に

ジャンクションの近く(当時の自宅)から東京タワー、芝増上寺

マジックで日付や場所を記して放蝶し、僅かだが捕まえたと

を巡って浜松町まで歩いたこともある。

きにそのポイントや日付や羽のナンバーを連絡して飛行経

現在の住居である諏訪に引越ししてきてからもあっちこっち

路を記録する。）

散策歩きした (散策歩きとは歩きながらよその家の庭を見た

それでも何とかやっと写真に納め、広場に戻って石井さんに

り、道端の雑草を見たりしながら歩くこと。従ってそれなりの

「アサギマダラチョウがいましたよ。」と言ったら「午前中から

スピード)。

ずっとそこに居るわよ。」と言われた。

つい最近の出来事だが多摩市主催の「さわやかウォーキン

高幡台団地や百草台団地など集合住宅に囲まれた一角の

グ」に参加して一ノ宮公園から羽村の堰までの 20km コース

里山が渡りをする蝶の貴重な中継点となっているようだ。こ

を完歩出来た。もちろん保護官も一緒である。

れからの北上に備えて栄養補給しているのだろうか。

最初のトイレ休憩が終わって出発を待っていたときに、後ろ

来年もその姿

から声がかけられたのである。「宮本さん、なな山の望月で

をなな山に現し

す」振り返ってみると望月さんが笑顔で立っていたのだ！

てもらえるよう

僕にはすぐには分らなかったが保護官はすぐに分ったようだ。

微力ながら皆さ

望月さんはとても健脚で僕たちは二人とも付いていけなかっ

んと一緒に優し

た。

い里山整備に

なお、この多摩川ウォーキングはこの回が最後で今年から

努めていきた

多摩市内を歩くことになる。最終回に 20km 制覇し、さらに、

い。

なな山の仲間に会うなんてとてもラッキーな年だった。
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なな山日記（活動・観察記録）
Ｎｏ．３４８

２０１８年 ９月 ９日（日）

晴

気温３０℃

Ｎｏ．３４９

２０１８年 ９月２３日（日） 雲のち晴 気温 ２５℃

参加者 ２０人

参加者 ２０人

台風の影響で太い落ち枝が散乱していた。

蜂の活動が活発になっているので注意して活動をしたい。

● 作業/飛び地の草刈り、西の

● 作業/信号機付近の草刈り、ダイコン

山と歩道沿いの落ち枝の処理と

の畝作り・種まき、歩道沿いの小木の伐

清掃、スイカの収穫、植物標本

倒とその処理等。

展の打ち合わせ。午後は暑さ対

● 観察/ヒガンバナ、オケラ、シラヤマ

策の為、活動中止となった。

ギク。

Ｎｏ．３５０

Ｎｏ．３５１

２０１８年１０月１４日（日） 曇のち晴 気温１７℃

２０１８年１０月２８日（日）

晴

気温２０℃

参加者 １７人

参加者 １７人

今回の台風の被害は大きく、臨時作業してもまだ折れ枝等が

さつまいもを収穫したものをふかして皆で試食した。本日も台

残っている。本日も回復作業を優

風後の作業をした。

先的に行った。

● 作業/のり面の草刈り・刈

● 作業/遊歩道に被さる倒

草の下ろし、ダイコンの間引
き・施肥、折れ枝のコナラ伐
倒・処理等。

木・折れ枝の処理、落葉囲いの
修復、ダイコンの施肥、セイタ
カアワダチソウの除去等。
Ｎｏ．３５２

２０１８年１１月１１日（日）

晴

気温 １８℃

Ｎｏ．３５３

２０１８年 １１月２５日（日）

参加者 １５人

参加者 ２６人

植物標本展会場で講演会が行われるため参加人数が少なか

初級講座を修了された天野さんが新規

った。

会員となった。

● 作業/折れ枝のコナラの伐倒

● 作業/ のり面の刈草の除去、落ち

と後処理、落葉囲い作り、サト

枝の整理、危ない折れ枝のある木の伐

イモの収穫。

倒、伐倒木の処理等。

● 観察/チャノキの花、リンド

● 観察/カラタチバナ、センリョウ、

ウ。

ホトトギス、狂い咲きのキンラン。

Ｎｏ．３５４

２０１８年１２月 ９日(日)

晴

気温

Ｎｏ．３５５

９℃

２０１８年 １２月 ２３日（日）

晴

曇

気温 １３℃

気温１０℃

参加者人 ３０人

参加者 ２６人

新会員の中鶴さんと高瀬さんが紹介された。本日は以前から

今年最後の活動は１５周年ということでお昼は豚汁と焼き肉の

協力している大妻大学甲野先生の研究活動に協力する。
● 作業/畑に施肥とサトイモの親芋
の保存、折れ枝のあるコナラの伐倒と
その後処理。
● 観察/ヒヨドリジョウゴ、ノササ
ゲ、ヤブラン。
臨時活動

バーベキューパーティーをした。

● 作業/のり面のカヤ刈り取り、
束ねて保管。バス通り歩道の清
掃。

２０１８年 １０月 ２日（火） ・１２月 ２日（日）

なな山だより

第４５号 ２０１９年 １月 １３日発行

れ枝片付け（多量にあり、一部実施）、危険個所トラロープ張り

発行

なな山緑地の会

まで行った。

発行責任者

髙木直樹

● 作業/バス通り沿いの歩道の落

住所

多摩市和田 1394-13

葉・落ち枝片付け清掃、広場の草刈り、

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

西の山の折れ枝片付け、危険箇所に立

編集委員

台風被害調査（5 か所以上 の枝折れ・多数の落ち枝あり）、折

ち入り禁止のトラロープを張った。

７

鎌田文雄

飯田歩

