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なな山緑地の会発行

南鶴牧小学校
秋深まるなな山に、南鶴牧小学校の子どもたちが訪れまし

た。参加者は生徒 28 名、保護者 2名、先生 3名＋小川副

校長先生と 5年生の息子さんでした。

前回は青々とした葉が子どもたちを優しく包むようにして

いた山も、黄色や赤に染まり、装い新たにお出迎えです。

観察の途中、子どもたちが土を指差しました。土がまるで

生きているかのように動いています。小さな幼虫が 100匹

ほどいます。正体は…ミールワーム !!（ゴミムシダマシ科

の甲虫の幼虫の総称で、動物の餌になります）植物、樹木、

シイタケやナメコを観察し、山遊びです！

ターザンロープ、ハシゴ昇り、ブランコ、先生がサポートを

してくれたこともあり、初めはドキドキしていた子も、時間

が足らないとばかりに、夢中になって遊んでいました。笑顔

で帰っていく姿に喜びを感じました。（高澤）

エコメッセ府中
エコメッセ府中の皆さん6名・児童2名、幼児1名と、南鶴

巻小学校の児童と先生他30名程がやって来ました。児童の

中には2度目3度目の子どもたちも沢山いて嬉しい限りです。

天気に恵まれ、エコメッセの児童が工作を始めていると鶴

巻小の児童が到着し、全員が揃ったところで朝礼を行い、

なな山散策が開始されました。どんぐり拾い、お手製ブラ

ンコとターザンロープ、ハシゴを使っての木登りは順番待

ちの状態でした。原木栽培のナメコ観察は子どもたちに

とって貴重な体験になったと思います。時間のたつのは早

いもので、美味しいお弁当を食べ、解散。なな山の自然を

満喫し、本日の山遊びは大成功でした。なな山の皆さん、

昨日今日とお疲れさまでした。（住﨑）

エコメッセ府中、南鶴牧小学校のみなさんがなな山にやってきました。
　　　　　　　　　　　　　11月 24日 ( 月 )10 : 00～12 : 00
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ホウの葉のお面 ハシゴ昇りで小さな冒険 落ちているどんぐりの解説を聞く お弁当タイム

めかい制作 : 相田幸一

当会は一昨年に活動 10年という大きな節目を迎え、昨年から新しい一年目をスタートさせ
ました。とはいえ自然には目にみえるような大きな変化はありません。これからも私たち
の活動を、地道に年々積み重ねていきたいと思います。
さて、昨年も、過去最多の児童、保護者が「なな山」を訪れて里山の自然を満喫してくれ
ました。今年もこれらの活動に大いに協力していきたいと思います。
また、昨秋から、市の要請で管理地の国勢調査にあたる樹木総量調査（どんな種類の樹木が  
どの地域に何本あるかの調査）を始めています。今までの活動によって「なな山」には、
                         約 80種類前後の樹木があるのは、わかっていましたが、それぞれが何本
　　　　　　　　　　あるのかは想像もつきません。2～ 3000 本いや、5000 本はあるの
                               ではないか、などと予想を楽しんでいます。会員の我々にとっても、 
                                それぞれのエリアにどんな木が何本あるかを知ることによって、今後 
　　　　　　　　　　　の管理（間伐採、萌芽更新等）に大いに役立つものと思っています。
　　　　　　　　　　  今年も、事故、怪我のない楽しい活動をしていきたいと思います。
                               みなさまの暖かい、ご支援とご理解をお願いしてご挨拶とさせてい
                            ただきます。 　　　　　2015 年 1月　　なな山緑地の会会長　髙木直樹マツ、マンリョウ、

トウネズミモチ
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　　　　　　　　12月 7日（日）朝 9時 30分、二小

　　　　　　　　の子どもたち 90名、 幼児 10名、保

　　　　　　　　護者、二小の先生合わせて約 50 名、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　合わせて約150名が、晴天に恵まれ

　　　　　　　　る中、なな山緑地に集まりました。

　　　　　　　　毎年恒例の「なな山で遊ぼう」は、

今年で早 10 年目になります。始まった当初は本当に

少人数でしたが、毎年参加する子どもたちが増加して

今年も 100 名を超える参加がありました。

なな山では木工細工や丸太切り体験、ターザンロープ

やブランコ、落ち葉の斜面でのソリ遊び、木登り、カブトムシの幼虫獲りなど、人気の遊びがたくさんできます。

ターザンロープなどでは先生も保護者も子どもたちと一緒に楽しまれていました。雑木林の中を走り回っ 

 　　　　　　　　　　       　　　　　　　たり、拾ってきた枯れ木でチャンバラごっこしたり、弓矢を作っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てみたり、子どもたちが自然の物を利用して遊んでいるのを見て、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昔を思い出していた保護者もいたのではないでしょうか。普段

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなかできない遊び、自然を体験できることが、なな山の魅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力であり、子どもたちの目が輝いて生き生きとしているのがわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お昼休みには PTCA の役員さんが「けんちん汁」を作り、おや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じの会 OBから今年は「バームクーヘン」が提供されました。「け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んちん汁」をお替わりしている子どもたちも多く、野外でとる

食事を満足できたのではないかと思います。あっという間に時間が過ぎた一日でした。この「なな山で

遊ぼう」の企画は、もっと多

くの子どもたちに体験しても

らいたいと思っています。

最後に、いつもご協力を頂

いている「なな山緑地の会」

の皆様、校長先生を始め参

加を頂いた二小の先生方、

PTCA、おやじの会と OB の

みなさん、お疲れさまでし

た。準備も含め、ありがとう

ございました。

また、来年もよろしくお願い

します。

　　今年も100人超える参加「なな山で遊ぼう2014」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩第二小学校おやじの会幹事　蓮池 智志

いろいろなものが作れる木工細工

好評ターザンロープ

最後に集合写真を撮りました



　　　　

深 め よ う 会 員 の 絆 リレー随筆
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11 月 6日（木）10時～ 12 時。国分寺市の「もとまち里
山クラブ」14名（男性12名、女性2名）がなな山緑地の
見学に来ました。同会は「武蔵野の自然（里山・崖線・屋
敷林）と親しみ、その環境の維持保全と会員相互の情報交
換並びに親睦を目的とする」を目的と定め、平成24年 4月
5日に発足した団体です。
今回の見学テーマは　１、なな山緑地活動の経緯　２、活
動の内容　３、萌芽更新に関すること、だったそうです。
「なな山緑地の会」から相田、高澤、名黒が立ち合い、説明
を行いました。資料としてなな山緑地イラストマップ、なな
山緑地の会 10 周年記念誌を配布。活動写真パネル、なな
山の植物パネルでの紹介も行いました。
始めるころ小雨が降り続き、慌てて雨除けシート張りの準
備をしようとしましたが、見学者から不要との指摘を受け、
やめました。見学を始めるころから雨がやみ、まずまずの
天候になりました。
見学者の反応はいま一つはっきりしませんが、なな山の現
況を見ていただき、おそらくいろいろ参考になる事項はあっ
たのではないかと思っています。（相田）

この頃思うこと　　　　　　隅田 泰生
今年 5月にめでたく（？）古稀を迎えました。最近の平均
寿命の延びを考慮すると、もはや 70 歳は古稀にあらず、
90 歳が古稀と言うのにふさわしいと言う人もいますが、
7月 27 日の活動日に少し調子に乗りすぎて熱中症にかか
りかけ、おまけに腰も痛めてしまい、１カ月以上活動を休
止する羽目になってしまいました。日頃から健康管理に気
を使い、体調面でもある程度自信を持っていましたが、さ
すがにその自信も少しぐらついてしまい、反省しその後無
理をしないよう自分のペースを考えながら作業に臨むよう
に心掛けています。
同年代が集まる会合で話題の中心と
なるのがやはり健康問題です。
平均寿命は延びても出来る
だけ人に迷惑をかけず、
如何に健康寿命を保つ
かが課題です。
最近は多くの健康番組が放送され、その中で自分によさそ
うと思われるものは出来るだけ参考にしています。今まで
何箇所か体の手入れをし、今でも多少薬のお世話になって
いますが、基本的には健康と言えそうです。
人生の終盤に差し掛かり、野球の投手に例えれば、先発の役を
何とかこなし、残された中継ぎ、抑えの役割を如何に無事
に果たすかが課題です。その課題を克服するには、適度に体
にロードを掛けながら精神的にはストレスフリーと感じら
れる事を行うのがよいと自分なりに結論づけています。そ
の意味から現在のななやま緑地の会の活動をその中の一つ
と考えています。この活動参加が地域の環境保全に貢献す
るというような大げさな事は考えず、結果的にそうなれば
よいと思いつつ、今後とも体調を整え、出来る限り永続的
に活動に参加したいと考えています。

なな山の植物 -2
センリョウ《千両》センリョウ科
マンリョウ《万両》サクラソウ科

センリョウとマンリョウは縁起物として、お正月飾りに
用いられます。名前が似ている上に、同じように低木で
小さい赤い実がなりますが、系統上は縁の遠い植物です。
違いを確認しましょう。センリョウの葉は対生し、上半
分にあらい鋸歯があります。また実は枝先に集まり上を
向いています。マンリョウの葉は互生し、ふちに波状の
鋸歯があります。実は小枝の先に下向きに垂れます。「千
両」や「万両」の名前は、冬に実が赤く熟すので、観賞

価値を見立てて名づけたというのが通説で、お金との結
びつきは薄いようです。
なな山では、センリョウは中の谷中央付近と中の山の中
腹付近にあり、マンリョウはトイレの近くと中の谷奥に
あります。その他、ヤブコウジ (十両 )、カラタチバナ（百
両）もあり、この季節にはすべて揃って見られます。お
まけに園芸品種ですがシ
ロミノマンリョウもある
ので、合わせて確認して
みましょう。（中原）
左 : センリョウ  右 : マンリョウ

国分寺市「もとまち里山クラブ」のなな山見学会
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 No. 253　2014年 9月 28日（日）晴れ　気温26℃ 　
参加者16人
好天に恵まれ、健やかな活動日。
●作業／林野庁交付金の適用区域明示のための杭打ち。道路沿
いの清掃。中の山の枯れたアカマツ2本伐倒の準備。
●観察／ヤマガラ、ウラギンシジミ（蝶）を見かける。ク
モがいたるところに巣を張っていた。ヒガンバナが咲き、
キバナアキギリの花が群落となっていた。ホオズキの実が
赤くなっていた。     
       

No. 251　2014年 8月 24日（日）晴れ／曇り　気温30℃ 
参加者 14人
なな山マークのシール完成、ヘルメットに貼る。朝倉さん入会。
●作業／観察農園の草取り。広場、法面、作業道、道路沿い
の草刈り、清掃。林野庁の交
付金の適用区域明示のための
杭打ち。チェンソーの目立て
講習。
●観察／新種イケマ発見。ダ
イミョウセセリチョウを観察。

No. 252　2014年 9月 14日（日）晴れ　気温26℃ 　
参加者20人
セミがミンミンと鳴き、夏の終わりを惜しむかのよう。
●作業／観察農園の草取り、モロヘイヤ、落
花生収穫、ダイコン種まき。スギの皮むき。
枝拾い。中の山通路と法面草刈り。
●観察／クサギに実がつき、ヤマホトト
ギスの花が咲いていた。タマゴダケはじ
め何種類ものキノコが生えていた。

No. 256　2014年 11月 9日（日）雨／曇り　気温15℃ 　
参加者14人
「なな山の植物 」第 4
弾完成。サツマイモ試
食。宮崎さん入会。
●作業／サツマイモ収
穫。観察農園へ堆肥の
運び込み。ログミル、
チェンソーの目立て。

No. 257　2014年 11月 23日（日）晴れ　気温15℃ 　
参加者20人
多摩市依頼の樹木総量調査始まる。サトイモ大豊作。
●作業／樹木調査。サ
トイモ、ナメコ収穫。
観察農園へ堆肥の運び
込み。広場清掃。法面
草刈り。イス修理。南
鶴牧小学校なな山訪問
の準備。

No. 258　2014年 12月 14日（日）晴れ　気温4.8℃ 
参加者 21人
寒い一日。小田島さん入会。ダイコンとナメコのお土産。
●作業／樹木調査。法面の草刈り。道路沿いの落葉清掃。
ソダ置場の整理。
落枝拾い。ナメ
コ収穫。チェン
ソー修理。

No. 254　2014年 10月 12日（日）曇り　気温19℃ 　
参加者19人

「なな山だより32号」配布。大木の伐倒作業。
●作業／ダイコン間引き。リース用クズの蔓集め。通行の
邪魔となっていた道路沿いの枝除去。法面のタブノキ枝落
とし。中の山のアカマツ 2本伐倒。植物の名札作り。植物
養生。
●観察／枝もたわわなクヌギとコナラのどんぐりを見つけ
る。キチジョウソウ、トネアザミ、オケラの花が咲いていた。

なな山で行われたイベント
・10月 11日（土）グリーンボランティア連絡会主催「多摩のめ
　かいづくり講座」第二回　シノダケ採取とヒネづくり開催。
・ 11 月 6日（木） 国分寺市「もとまち里山クラブ」なな山を見学。
・11月 18日（火）、12月 2日 （火）、12月 16日 （火）めかい
　クラブ、多摩めかいの会の活動。
・ 11 月 24日（月）エコメッセ府中、南鶴牧小学校なな山を訪問。
・12月 7日（日）多摩第二小学校おやじの会主催「なな山で遊ぼ
　う2014」開催。

No. 255　2014年 10月 26日（日）晴れ　気温23℃ 　
参加者14人
活動日和をそれぞれに楽しむ。シイタケ豊作。
●作業／シイタケ収穫、ほだ木補修。広場草刈り。観察農
園へ堆肥運び込み。中の山の道とソダ置場の補修。テーブ
ル補修用のスギ板を二つ割りにして鉋をかける。
●観察／カキの実が色づいていた。ススキ、ムラサキカタ
バミが咲いていた。

枝拾い。


