芽吹き号

◆期間 : 月 日～ 日
◆会場 麻:生区役所ロビー・広場
◆展示内容 実:物のヤマユリ鉢、区内
のヤマユリ開花マップ・ヤマユリの
生育の仕方・開花写真などのパネル

2
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【植栽地】 開花見頃は 日前後
万
<福寺地区 お
>やしろ公園（十二神
社東側緑地）
王
<禅寺地区 王
>禅寺すぎのき緑地、
下麻生まつのき緑地、王禅寺公園
岡
<上地区 梨>子ノ木緑地

7

注意：初夏の緑地散策には、飲み物の携帯、
虫刺され予防、そして散策履き物で出かけ

10

山百合のおのづからなる花の香も
松の戸もれて清き月夜か
『
柿園詠草』 山(家夏月 加
) 納諸平

月、麻生区の花“ヤマユリ”が
開花期を迎えます。区役所のロビー
と広場で展示会を開催します。また
植栽地には、散策の目印に「のぼり
旗」を立ててご案内しています。

7月初旬、麻生区の花“ヤマユリ”爛漫！

【開花展示会】

7

ましょう。

①

ヤマユリ散策案内： 7月初旬、麻生区の花“ヤマユリ”爛漫！・・・１
植栽地活動： 芽吹き時、植栽地での出会い・・２、３
合縁奇縁：ヤマユリが咲くまで5年は生きてくださいネ・・４
◆もくじ◆

H２５．６．２４ 発行

麻生区地域課題対応事業 麻生ヤマユリ植栽普及会

▲６月空梅雨、ヤマユリの植栽保全地「岡上梨子ノ木緑地」つる草除去作業

王禅寺「
木こりの会」
新会長は、外人さんですよ １週間もテント生活を楽
しんだり、イギリスでは
ボーイスカウト活動をし
たり、自然や動物との触
れ合いが好きでしたね。
その体験の影響があるか
も。
◆代表としてこれからの
抱負は？
あまり自然に手を加え
るのではなく、自然その
ままを・・・大切にした
いですね。機械での伐採
や剪定などは最低限・・。
うん、それから、昆虫や
鷺沼からここ王禅寺東 野鳥、小動物が集まると
に移り住んで 年。その ころにしたい。
間にオーストラリアで日
最近はヘビを見かけな
本人の奥さんと結婚し、 い。寂しいですね。若い
いまは毎日、ビールを水 奥さんや子供たちに体験
代わりに飲んでいる２児 入会をしてもらい自然保
護の大切さを知って欲し
の父親ですよ（笑）。
◆木こりの会に入会した い。それと、他の地域で
同じような活動をしてい
動機は？
２００５年入会ですが、る愛護会などとも交流を
ハッキリ言って不純な動 深めたい。いゃあ、この
機でした（笑）。日頃、 活動でますます忙しくな
環境問題に関心があり、 りそうですよ（笑）。
自然に近い生活をと考え 「木こりの会は、王禅寺
ていましたしね。それで、東地域で公園や緑地の保
家では、冷暖房は使って 全活動をしているボラン
いません。薪ストーブで ティアグループです。毎
す。その薪を手に入れる 週水曜日と土曜日の午前
ために入会したのですが 中２時間、 人前後の会
思ったほど燃料となる廃 員の皆さんが集まり、清
材が出ない。今では近所 掃、草刈り、低木の剪定
の農家にも頼んで貰って などを行っています」
（山田栄二・記）
いますよ（笑）。
幼少のころマラウイで
王禅寺地区の緑地で、
わがヤマユリ植栽普及会
のヤマユリ再生保全活動
に協働して取り組んでい
ただいている「木こりの
会 の
｣新代表ティム レ
･ー
ボンさん。薪欲しさに入
会と！ 陽気でウイット
に富んだ 歳。今後の抱
負などの話しを伺ってき
ました。
◆まずは簡単な自己紹介
を・・
・
。
出身は英国中部のレス
ターです。父親の仕事の
関係で８歳まで中央アフ
リカのマラウイで暮しま
した。その後英国に戻り
大学卒業後、兄が日本に
いたので、日本の語学専
門学校に留学しました。
それで日本で就職、現在
は人材育成のコンサルタ
ント業をやっています。
53
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生区のいたるところ
新百合のお膝元の「
万福寺おやし
に咲いていたといわ
ろ公園」
れる自生地に一歩近
新百合ヶ丘の駅北 中は、電車の窓から づいたと思います。
口より徒歩約一〇分 かいま見ることがで ただヤマユリの育つ
環境の整備はどうし
と当会の植栽地の中 きます。
昨年協働活動をし ても人の手が必要に
では抜群の地の利の
良さを誇っています。ている新百合山手公 なります。
伸びすぎた下草を
津久井道脇の十二神 園管理運営協議会の
社の東側の小高い丘 働きかけで散策路の 刈り、ヤマユリに巻
幅が広くなり、斜面 きつくつる草を根か
の上にあります。
土質、日照の条件 に階段が作られ、縄 ら取り除く、さらに
が整った良い植栽地 張りがされ、大変歩 病害虫の対策などの
です。平成 年から きやすく整備されま 管理保全のための作
球根の植栽を始め２ した。麻生区の花に 業を、毎月の第４日
年後には東屋に抜け ヤマユリが決まり区 曜日を定例活動日と
る散策路東側を整備 民の関心が高まるな 決めて行っています。
ヤマユリとの出会
し新しく植栽地にし か、七月上旬から中
ました。翌年散策路 旬にかけてむせかえ いを求めて出かけて
の下側崖下にも植え る芳香のなか優雅な みませんか？
（福井捷介・記）
付け、全部で百株を 大輪の花が順番に咲
超えています。開花 くのが期待されます。
咲き終わると次世代
に命を引き継ぐよう
に木子 ヤ(マユリの小
球根 や)種子を作り身
を削って数年で消え
ます。球根を植え続
けていただけでは本
当の自生地にはなり
ません。嬉しいこと
に今年初めて木子か
らの発芽が数本見ら
れました。かつて麻
20

②

雨が降らなければいつも
ここに来て作業している
という同会理事の加藤雅
大さん ( 歳 に
) 、春から
夏にかけての緑地の魅力
をお聞きしました。
「フキトノトウやツクシ
がすっかり塔立ちする４
月から５月は緑地が最も
美しい新緑の季節。クヌ
ギ、コナラ、エノキなど
がいっせいに芽吹き、コ
ブシやカシワの花が見事
ですよ。
夏はなんといっても７
月のヤマユリが一番です
が、クヌギ林があるので
子供さんにはカブトムシ
などの昆虫捕り、それと
市街地と比べて気温が確
実に２度は低く、風がよ
く通るので、日がな一日
ゆっくりと涼みに来ても
らいたいね」一息ついて
「そうそう、昨年の夏、
ススキヶ原でナンバンギ
セルという植物が見つか
りました。花のことは詳
しくないのですが、なん
でも、万葉集にも出てく
る希少植物だそうです」
８年前は樹木が鬱蒼と
茂り、悪名高き違法投棄
の場所だったのですが、
加藤さんたちの枝おろし
や植樹、整地作業でみご
70

と里山によみがえり、川
崎市や神奈川県、国土交
通省からも表彰されたと
か。
緑地全体に遊歩道が張
り巡らされ、南側のスス
キヶ原には手製の茅葺小
屋と鯉のぼり、北の小高
い丘には舞台付きの憩い
の場が。そして道路を挟
んだ東側には完全有機で
野菜を作る圃場（ほじょ
う）まで設置されていま
す。
☆
☆
「ここまで来るのは大変
でした。みんな素人です
からね。遊歩道整備ひと
つとっても一日３ｍしか
進まないんですよ」
人の手が入らないと里
山は原野に戻ってしまい
ます。緑地のひと隅を借
りてヤマユリを植栽再生
している我々には、計り
知ることができない苦労
があったようです。素直
に感謝！です。

麻生市民館の裏庭でも咲く

毎年、ヤマユリの植
やっと発芽しても、
栽講習を麻生区役所の 翌年に残るのは殆んど
会議室で開催していま なくなってしまうとい
す。４年前のこと女性 う難しさがありました
会員より、“この窓か が、それでも少しは環
らヤマユリが咲いてい 境に負けず育っている
るのが見えたら、素敵 のもあります。
ね！”から窓越しに見
会員が自宅で種から
える斜面の崖に、種か 育てた小球根を、移植
ら育てて咲かせてみた してみました。それが
いと、女性陣だけで始 今、順調に生育してい
めました。
ます。“秘密の花園と
この斜面のほかに、 なるか？ 今年はかな
種から育てる育苗地と り、茎立ちし、開花も
して駐車場の西、市民 期待できそう！”
館裏の柵下の空き地に、◆市民館裏の柵下
文化会館の了解を得て、 ここは種からの育苗
植栽することにしまし 地の予定でしたが、
た。
“市民館の建物で日が
手作業で木の根を抜 遮られ、むしろヤマユ
き、雑草を刈り取り、 リの開花に適している
種を蒔きました。
場所かも！”
知人から譲り受けた
サツキを、夏の暑さ避
けに育苗地の周囲に植
樹したところ、４月か
ら６月頃まで、赤い花

が咲き、辺りを明るく
彩ってくれています。
◆図書館前の斜面
区役所の３、４階の
窓から見える斜面は、
日差しが当たり過ぎる
ため、図書館の西側の
上斜面に球根を植えて、
今年は、 本くらい茎
立ちしています。
市民館２階の和室や
調理室の窓から見えま
す。
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この季節、病害虫の
被害に遭いやすく、ま
た、毎年、葛のつるが
巨大蜘蛛の巣のように
はびこるため、かたい
根っこから抜き取る作
業が大変です。
でも今年、種からの
ヤマユリの大輪の花を
見たら“ヤッター”と
みんなと笑顔で叫びた
い。 （島田由江 記･）

③

（高橋雄介・記）

▲希少植物・ナンバンギセル

「岡上梨子ノ木緑地」
の主に出会った！

▲加藤さんお手製の茅葺き小屋の前で

今回はいつもの植栽活
動報告とはちょっぴり趣
を替え、緑地の紹介をし
たいと思います。
梨子ノ木緑地のある岡
上は、川崎市の飛び地と
して有名です。岡上の南
端に位置し、横浜市と接
する緑地の広さは１．８
ヘクタール。昔風に言え
ば、なんと約５，５００
坪となります。ひとつの
緑地の中に森林と草地、
乾燥地と湿地が混在する
変化に富んだ緑地でもあ
ります。
この緑地を管理するの
がＮＰＯ「かわさき自然
と共生の会」。会員が約
１００名で、平成 年３
月から活動しています。
その中で「梨子ノ木の主
（ぬし）」とも言われ、
17

ヤマユリが咲くまで5年は生きてくださいネ
岡上・梨子ノ木緑地をサポートしている「かわさき自然と共
生の会」会員・武生玉江さん（77歳）から、素敵なお話をい
ただきました。

岡上の作業にはなかな 癌のほうも、５年再発し
か参加できないのですが、 なければ大丈夫だと言わ
４月は年に一度のお花見 れていたので、「きっと
会なので出かけてきまし 花を見せてね」と話しか
た。今は圃場になってい けてきたのですが、本当
るところに、以前は、花 に５年目に花をつけてく
好きが集まっていろんな れたので、「もう、うれ
花を作ってました。
しくって …
」
その仲間と２００７年
５年間、ほとんど手も
春、ヤマユリ植栽普及会 かけず、肥料も主人が何
の種まき講習会に参加し 回か腐葉土を与えてくれ
ました。タネから育てた ただけで、そっとしてお
鉢に昨年（２０１２年） きました。だから「ホラ、
月初めて花が咲きまし 隣の花鉢の種がこぼれて、
混植してるように見える
た。
なぜ、２００７年だと でしょ」かえってそれが
ハッキリ覚えているかと 良かったのかもしれませ
いうと、その年、私は癌 んねぇ。
ああ、それから思い出
にかかったのです。
講師の方に、「ヤマユ しました。その年の７月、
リの種は咲くまで５年掛 ヤマユリ植栽普及会に誘
かります。ですから花が われて、梨子ノ木緑地の
咲くまで最低５年は生き 花好き仲間・谷本さん、
ていてくださいネ」と言 若林さんなどと東松山の
われました。その時は単 森林公園のヤマユリ見学
なるダジャレだと聞き流 会にも参加しました。と
していたのですが、昨年 ても、きれいでしたねぇ。
今年、もう一度、花を
５本が花をつけました。
咲かせてくれたら、お礼
のために梨子ノ木緑地に
返してあげようと思って
いるんです。
もう歳なので、なかな
か梨子ノ木緑地にも出か
けられませんが、緑地で
もっと立派な花をつけ、
たくさんの人たちを楽し
ませてくれることを願っ
てね。（高橋雄介・記）
7
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7月～９月： ヤマユリ植栽活動（５か所）

E-mail：tsutomu.sadamoto@nifty.com

７月２日～7月1９日：ヤマユリ開花展示会（区役

所ロビー）：ヤマユリ鉢植えの実物、写真パネル

7月：ヤマユリ開花マップ調査

9月末：広報紙「ヤマユリ通信 開花号」発行

年会費：1,200 円
定例会議：原則、毎月第２木曜日 午後2時～４時）
会 場：交流館 やまゆり
植栽活動：指定の各緑地（月に1回～2回）
★問合せ・連絡先：当会会長（事務局）貞本 勉
TEL：０９０－７１７５－４９９５

７～９月の主な予定

行事予定

地域のボランティアのみなさんと一緒
に“ふる里自慢”のヤマユリに親しみな
がら緑地で汗を流しませんか。

会員
募集中

そうなんだ 問答

これまで、ヤマユリの特徴
として花弁は、 枚ではなく
枚であることなどを紹介し
ましたが、今回は、葉の形状
について観てみましょう。
左の 枚の写真の葉を見比
べてください。いずれもヤマ
ユリの茎立ちした株です。
右側のものは、葉がシダの
ように茎の左右に平たく付い
ていますが、左側のものは、
茎の周りを回るように交互に
ついています。
どうしてでしょう。葉が右
側のような付き方の株は、芽
吹きしてから比較的若い４、
５年までに見られます。また、
日陰や斜面で育つ株にもこの
傾向があります。
左側の写真は、葉が茎の周
りを螺旋状に、ほぼ１２０度
ずつずれて付いています。こ
れは、ヤマユリの特徴のひと
つで、蕾を５，６つ付けるよ
うに生長した株に見られます。
また、平地に育つ株にも多く
見られます。
3

④

