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 櫻守の会  
2019年 5月                              廣瀨 道夫   

先月4月6日は 櫻守の会20周年を記念して、一般の方々対象の“桜の園 さくら見学会”が行わ

れた。先日はＮＨＫ神戸でも夕刻のニュースで我々の活動が放映された。 

ところで今では櫻守の会のような里山ボランティアが各地で多く発足しているが、その中でも櫻守

の会は割と早い時期の 1999年に発足し、20周年を迎えたのは我々会員としても喜ばしく、誇らしく

もある。また、亦楽山荘の宝塚市立公園の維持管理団体として発足した経緯から、市内各所の市・県

有地の5カ所にて活動している。それだけに会員数も多くて、2008年には 261名であった。 

それでは日本にはどのくらいの里山団体があるのか。林野庁の資料によると櫻守の会発足の２年前

1997年度には 277団体が、2012年度には3,060団体と 15年で 11倍に増加している。実数はもっと多

いのではないか。近隣でも例えば、お隣の川西市付近の地域ではおよそ 11の団体・会がある（北摂里

山博物館ＨＰ）。なぜ近年これほど多くなったのか？勿論、面白いから！里山は我らのワンダーランド

である。それはさておき、ニーズ面から見るとよく言われるように 薪炭燃料の必要性減少、海外木

材の輸入増加などにより日本の森林に経済的価値が失われ、維持管理されずに森林が荒廃した。シー

ズ面からみると、私を含む団塊の世代前後の多数の人が退職された。このニーズとシーズがマッチし

て、多くの団体が立ち上げられ、また多くの参加者を擁してきた。だが、最近は会員の減少とともに

平均年齢も上がって来ている。櫻守の会の会員は今年 2019年 3月末で 110名であり、この 10年で半

分以下までに減少した。平均年齢は毎年１歳上がっていると聞く。新しい会はまだ良いが、いわゆる

老舗の会では同じような悩みを聞く。林業従事者も減少しており、維持管理が不足していくらしい。

森林は機械化が難しく人に頼る所が大きい。先ほどの林野庁の資料でもボランティア団体の活動目的

が“里山等身近な森林の整備・保全”67％に次いで、“環境教育”46％となっているのはこの辺の事情

を理解されているからだろう。 

里山・森林にて嬉々として活動して

いる我らの思いを小学生・中学生など

若い世代に伝えていかねばならない。

ディズニーランドやＵＳＪに行きたい

と思っている彼らを 里山に来てもら

って、その楽しさを感じてもらえるか。

環境学習の対象校や時間などの量を増

やすととともに、質としての内容にも

より工夫が必要になっている。次の 30

年に向けた課題の一つだろう。 
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＜ 活 動 報 告 ＞ 

桜の園（亦楽山荘）                          加賀野 久生 

 

3月 29日（金） 晴れ  参加者 19名  

春を思わせる温かさの活動日和で、お花見シーズンに備えて廃線敷と園内の整備を行いました。 

作業区分 作業場所 作業内容 人数 リーダー 

桜育成 桜坂 → 林間広場 コヒガン 4本の移植 7名 陰山 

園路整備 廃線敷入口側から 落枝・伐採木、落石の整備 5名 坂田 

園路整備 廃線敷展望広場まで 落枝・伐採木、落石の整備 5名 濱野 

その他 園内巡回 ＮＨＫ取材対応 2名 土井喜 

・桜育成 (桜坂 → 林間広場) 

桜坂上部のエドヒガンの木陰に 15年前植えられたコヒガン4本は毎年花を咲かせるものの、何時ま

で経っても成長せず、年を重ねる毎に劣化してゆくのが気になっていました。内1本がコナラの枯れ

枝の下敷きになって倒れているのを見付けたので、急遽生育条件の良い林間広場に移植することにな

りました。4 年ほど前広場の平地に移植したコヒガンが急に元気になったという経験があるので、今

回も4本中少なくとも 3本は元気を盛り返してくれることを期待しています。 （陰山） 

・園路整備 (廃線敷入口～第二トンネルまで) 

 廃線敷の入口周辺でイノシシが荒らして散乱した枯れ木などを、目立たない場所に集積し直し、4月

6日のさくら見学会で参加客が気持ちよく歩けるよう改善しました。土手下の植樹桜の周りも枯れ枝

等を整理しました。親水広場に向け戻りながら、路肩に置かれた伐採木など目立つものは集積し直し

ました。午後は同じく廃線敷の整備に当っていた濱野班に合流しました。 （坂田） 

・園路整備 (廃線敷・親水広場～展望広場) 

 親水広場から展望広場(土砂崩れ復旧場所)までの間に放置されていた伐採木、伐採枝を新たに作った

2箇所に移動させました。また落葉についてはある一定間隔に寄せ集めました。 

土砂崩れ復旧場所の谷に大きなヤマザクラがあり、根元の土砂流失が止まっておらず、ヤマザクラの

成育に問題が出そうな状況になっており、対策が必要と感じました。 （濱野） 

 

 

4月3日（水） 晴れ  参加者 24名   

廃線敷入口に新たに案内板が立てられていました。連日の好天に恵まれ、作業に励みました。 

作業区分 作業場所 作業内容 人数 リーダー 

桜育成 園内巡回 桜の状況調査 1名 陰山 

森の整備 さくらの道 東屋～隔水亭間のアオキ剪定 9名 加賀野 

園路整備  もみじの道等 園路の整備、路肩の補修 8名 坂田 

園路整備  桜坂、滝見の道 園路の整備、路肩の補修 6名 濱野 

桜坂でNHKの取材を受ける 廃線敷・親水広場出口付近 

一輪車等を使い、付近の伐採木等を整理 

廃線敷入口の山裾に 

落枝等を移動し整頓 
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・森の整備  さくらの道(東屋～隔水亭) 

午前中はさくらの道の山側と谷側急斜面で密生、繁茂して辺りを鬱蒼とさせていたアオキの剪定を

行い、午後には２チームに分かれアオキ剪定を継続するとともに、桜坂で腐朽の進んだ階段横木５本

の更新を行いました。さくらの道山側斜面と隔水亭直上斜面のアオキ剪定はほぼ完了し、林床が見通

せるようになりました。 （加賀野） 

・園路整備 もみじの道～どんぐりの道 

先ず手始めに、もみじの道への入口部分を山側の土を削り少し道幅を広げながら、谷側の路肩補強

の丸太をより大径のものに交換しました。どんぐりの道への路肩も大分傷んだところがありましたが

今回は手を付けず、隔水亭への分岐から少し上がったところの路肩を、以前伐採し保管しておいた木

と、更にヤブツバキ１本を伐採して崩れていた路肩を補強しました。 （坂田） 

・園路整備（ 滝見の道 ）   

整備した桜坂の横をイノシシが荒らしており、その修復を行った後、綺麗に咲いたエドヒガンを見

ながら東屋に上がりました。滝見の道、滝道の分岐の上部からササラ谷まで路肩の補修を持ち上げた

杭、丸太材と、現地調達のヤブツバキやソヨゴなどを伐採利用して作業を進めました。特に岩場の所

では道に迷わない様に路肩材を配置しました。また、安全対策としてトラロープを張るべき箇所もあ

りましたが、次回以降の作業としました。 （濱野） 

4月 12日（金） 晴れ時々曇り   参加者 23名   

 作業には快適な温度となり、桜の園にも桜開花を待ちわびた多くのハイカーが来られました。 

作業区分 作業場所 作業内容 人数 リーダー 

桜育成 園内巡視 桜の状況調査 1名 陰山 

森の整備 東屋～隔水亭 アオキの剪定 6名 加賀野 

園路整備 遠見の道 階段、路肩の補修等 6名 坂田 

伐採 どんぐりの道  倒木、折れ枝の処理 5名 濱野 

その他 エントランス広場  花と緑のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ用ﾋﾞﾆｰﾙ凧糸巻き 5名 近藤茂 

・森の整備（東屋～隔水亭） 

前回同様隔水亭からさくらの道に向って、岩の多い急斜面を上向きに作業を進めました。昼食時に

は隔水亭広場も多くのハイカーが賑やかに眺望を楽しんでいました。午後には合流された糸巻き班の

メンバーも含めて 2 チームに分け、1 チームは沢～山裾の排水溝一杯に溜まった土砂と落石をトンガ

とスコップを使って掻き出し、大雨時でもスムーズに排水されるようにしました。次回には排水溝上

側に土留めを設け、土砂、落石の流入を少しでも防止できるようにしたいと考えています。（加賀野） 

･ 園路整備（遠見の道(外周路)） 

暫く整備していない遠見の道へ向いましたが、途中林間広場から四辻間の登山道で、ステップの横

木が朽ちているところや、当然ステップを付けたほうが歩きやすかろうと思われる場所が気になり、

結局午前中をほぼ現地調達の伐採木を使ってのステップ作りに費やしました。 

昼食後ようやく遠見の道に入ったが、園路両脇の斜面は朽ちた倒木が目立ち、園路も斜面の土が落

ちて傾きかなり整備が必要な状況でした。本日は巡視のみで手を付ける余裕がなく、ササラ沢まで抜

けましたがササラ沢出合い近辺に根こそぎ倒れた大きめの倒木があり、この処理を始めたが時間切れ

滝見の道に土留め設置 どんぐりの道の補修 廃線敷入口に新案内板 猪に荒らされた桜坂を修復保護

柵 
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隔水亭広場横排水溝・土砂、落石掻き出し 
 

となり一部未了のまま滝道を下り撤収しました。 （坂田） 

･ 園路整備（どんぐりの道） 

もみじの道からどんぐりの道に移動する右急斜面に、折れた大木の枝が以前から気に掛かりそれを

伐採すべく斜面を登って行くと、大きな枯松が倒れそれに関わる多くの倒木と蔓が絡まっており、そ

の伐採と整理に午前中かかってしまいました。(急斜面で多いに疲れる。) 

午後からはその横の常緑樹に倒れてのしかかっているモミジを伐採すると、枝が絡んでおりチェン

ソーで胴切りを 3 回してやっと引き倒すことができました。この場所には蔓が多く絡まっていたが、

切れるものは全て切りました。 （濱野） 

・その他（花と緑のフェスティバル用ビニール凧の糸巻き） 

休憩もなしに必死に糸巻きを行った結果、12 時半に予定数の 200 個を完成。その後桜坂で満開の

ヤマザクラを見ながら昼食を取り、午後1時半ごろにアオキ剪定班に合流しました。 （近藤茂） 

 
                      

ゆずり葉の森                                上田 威 
  
4月1日（月）晴れ一時曇り   参加者 14名 

昨年移植した 5本の陽光桜には花の数は少ないが 8分咲き、あちらこちらのヤマザクラも白い花を

のぞかせ、コバノミツバツツジは株によっては満開状態。三班に分かれて作業。第 1班 6名は倉庫裏

側に茂りツツジの生育を妨げているイヌツゲの間伐に取組んだ。刈り取った跡にはツツジが多数目に

付くようになった。ここの作業は今後も数回は継続する予定。第２班 5名は西山堰堤上側と下り園路

の枯れ松を伐採。終了後は第１班に合流。第3班はわんぱく原っぱから白瀬川沿いを登る園路とその

両脇のイバラ、ハリエンジュ、アカメガシワなどの刈り取りを行った。ここの作業も要継続。早めに

作業を終えて、午後は桜とツツジの観賞を予定していたが、急な天候変化で、雨と雹まで降り出した

ため、突然の解散となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 青葉台                                  上田 威 

 

3月 27日（水）晴れ  参加者 21名 

開花の始まった陽光桜と3分咲きの荘川桜に迎えられての活動となりました。気温も暖かく作業中

さくらの道 常緑潅木を伐採 エントランス広場・糸巻き作業

望確認 

大峰道で階段整備 

倉庫裏のイヌツゲ伐採 

 

わんぱく原っぱ脇でのイバラ等の草刈り 
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は汗ばむほどでした。第1班の 14名はチェンソー、高枝切りとロープを携えてキツネの森へ移動。ま

ずは途中で松の太い枯れ枝を切り落とし/処理。昨年の台風被害を受けて傾斜/倒壊したアカメガシワ、

ソヨゴやコナラを伐採/処理した。ここは6月に予定されている環境学習の場となる。作業は早めの 1

時半に終えて陽光広場に帰還。第 2班は長い間取組んで来た倉庫脇の水場の整備を完了。周辺から集

めた石を組み蛇籠も使っての工事を漸く終えた。これで悩まされていた雨期の湧き水や猪の餌あさり

に伴う地面の掘り返し被害はなくなるでしょう。第 3班は花見の時期を前に陽光広場にベンチ 1個を

移設した。全ての作業を終えて、2時頃よりささやかな桜観賞会をしました。 

 

 

 

 

 

 

              
 
  

 

 

 
                   

 山手台                                  岡 敏明 

                       

4月 16日（火） 晴れ  参加者 25名 

2 カ月連続雨天中止であったが、今日は久しぶりの好天。活動地内

ではヤマザクラ、ササベザクラ、オオシマザクラが見ごろでした。ご

神木のカスミザクラの開花はこれからです。 

作業の概要は下記の通りです。 

1．桜の谷東側の園路補修  （6名） 

午前中は、ご神木と古墳広場の間の荒れていた園路補修を行っ

た。午後は、他班と共同で里山こみち内の子供たちが遊び場とし

ていた場所で、常緑樹の間伐、ごみ掃除をして森を明るくした。  

 2．中川大橋手前斜面東側の整備  （7名） 

   前回に引き続き、山手台南公園に近い道路沿いの斜面でクスノ

キ・アカメガシワ・ノイバラなどを伐って桜を救出した。この方面

の整備は、ひとまず今回で終了。 

3．アジサイロード横斜面の竹林整備  (6名) 

  前回に引き続き、アジサイロード横の竹林斜面で枯れた高木の

伐採、ササやアオキの伐採・剪定を行った。 

4．里山こみちの点検整備、その他   （6名） 

  午前中は、園児が利用するうえで不安全箇所はないか園路を点検し、階段補修・落ち葉除去を

行った。午後は、上記１と共同作業。 

 

（なお、2月、3月の活動が雨天中止であったため、活動日以外で下記植樹を行った。） 

  南斜面最上部桜並木に面した平地  ヤマザクラ  約15本 

  南斜面上段            アベマキ   約15本 

  南斜面中段            モミジ      4本 

台風による取れたコナラの伐採 完成した湧水場の石積み工事 

南斜面 満開のササベザクラ 

山手台住宅地南側 道路際の整備 
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 武庫山の森                               岸本 英邦 

 

4月7日（日）   晴れ   参加者 21名  

 心配していた天気も回復し、今年もヤマザクラとミツバツツジ満開の作業日となった。作業は午前

中で終わって、午後は班ごとに森を一巡し、大櫻 1号～5号などの咲き誇るサクラ他を楽しんだ後、

広場上段の育苗畑広場で満開のヤマザクラ、ササベザクラ等に包まれて和やかな宴を催し、春を満喫

した。 

１．宝松苑ルートのセンダン2本の処理   7名  

1 本目は予定より左側に倒れたためヤブニッケイに掛かってしまい、引きずり降ろすのに一苦労し

たが周りのサクラなどに被害なく処理した。2 本目は慎重に受けを入れ、ロープで引きながら予定通

りの位置に倒して処理した。 

２．中央ルートのクスノキ   7名 

クスノキを倒す前に邪魔になる樹齢 60 年にもなりそうな枯コナラの処理に多くの時間をかかって

しまった。本命のクスノキを倒した時点で時間切れ、後処理は次回に持ち越した。 

３．南谷堰堤左岸の枯れコナラ伐採と倒木処理   6名 

堰堤下左岸でナラ枯れした大コナラの伐採と、一昨年の台風で倒れて応急処理だけしてあったヤマ

ザクラ、コナラの倒木を整理した。大きな3本株立ちのサクラで幹の整理は残ったので次回回し。ナ

ラ枯れ、台風倒木などで一帯に広い空間ができた。武庫山には少ない、なだらかな地形の場所で、東

口にも近いので、木々が落ち着いたら植樹したい。 

 

 

4月 20日（土）  晴れ   参加者  22名 + 体験参加１名 

絶好の晴天に恵まれて気持ち良く作業ができた。日の当たる場所では汗ばむ陽気だったが、名残りのサ

クラがチラチラ舞う中でお昼ご飯を食べることもできた。 

１．南谷堰堤下左岸の倒木処理  12名 

2 グループに分かれて整備を行った。１グループは堰堤に近いところのコナラとソヨゴの倒木の枝葉処理

と常緑等の除伐を行った。結果対岸の宝松苑ルートが見えるようになっ

た。２グループは倒木株立ち（5本）ヤマザクラを3本玉切り処理し、大ま

かに、玉切り木と常緑除伐木を集めた。切り残した 2 本のヤマザクラは

しばらく様子を見ることにした。こちらの作業地も整備後は見通しが良く

なり、一部作業道からも見えるようになった。 

２．中央ルートの伐採済みクスノキと枯コナラの処理（継続）  8名 

前回倒した枯コナラとクスノキの大木の処理をした。大鋸だけで処

理したため、またクスノキの枝葉が多く午前中かけても処理できず午

後までかかった。午後からはセンダンと前回枯コナラを倒した際に枝が

折れ傾いたヤブニッケイがホウノキにもたれかかっていたので、ホウノキに掛からないようにロープで引き

ながら倒しました。このヤブニッケイも枝葉が多く時間内に終えることができず次回に持ち越しなった。 

南谷堰堤下 枯れコナラ伐採 

台風倒木の株立ちサクラの玉切り 

サクラに囲まれ   乾杯 コバノミツバツツジの中を歩く 

nakawo aruku  

台風倒木の株立ちサクラの玉切り 
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＜ イ ベ ン ト 報 告 ＞ 

 
「桜の園（亦楽山荘）さくら見学会」開催報告             代表 土井 喜夫 

 

 2019年4月6日（土）、「桜の園開園20周年」および「櫻守の会設立20周年」の記念事業として、宝塚市

と櫻守の会の主催で「桜の園（亦楽山荘）さくら見学会」を

開催しました。また、宝塚観光ガイド「夢探し隊」には旧福

知山線の歴史やトンネル構造等の説明役として参加協力

していただきました。 

当日は朝から爽やかな好天に恵まれ、春の陽差しの

中 466名もの一般参加の方々に廃線敷や桜の園の散策

を楽しんでいただきました。ただ、エドヒガンはやや満開

を過ぎ、ヤマザクラやオオシマザクラはチラホラ、笹部桜

や八重桜はようやく蕾ふくらむといった開花状況だった

ため、亦楽山荘の桜を十分に楽しんでいただけなかった

のが心残りです。受付開始直後に中川市長が激励に見

えられ、櫻守の会の日々の活動に対する感謝と労いの

言葉を頂きました。 

一般参加者 466名の内訳は、宝塚市民が 158名、近隣市からの参加者が 280名、不明 28名でした。中

には鳥取市や草津市、小浜市などの遠方からグループで参加された方もおられました。 

櫻守の会からは 35名もの会員の方々に桜ガイドとして参加協力をいただき、宝塚観光ガイドの方々には

廃線敷ガイドとしてご活躍していただきました。さらに、宝塚市公園河川課の方々には開催の諸準備をはじ

め、当日の諸資材運搬や設営などに大変ご尽力いただきました。皆様のお陰をもちまして、「さくら見学会」

を成功裏に終えることが出来ました。関係各位に改めて深くお礼申し上げます。 
                   
桜見学バスツアー（海津大崎）開催報告                   武原 健一 
 

2019年4月 10日8時40分雨と寒さの中、47名を乗せ宝塚を大型貸切バスが出発。11時に最初の

目的地であるメタセコイア並木道を車窓で眺め「マックビックランド」で休憩した。休憩中に、本日

のメインである海津大崎を遊覧船から眺める予定であったが遊覧船の会社から、強風と雨のため欠航

との緊急電話があり大幅な行程変更を余儀なくされた。 

まずは、水上勉小説「櫻守」に登場する樹齢 300年の

「清水の桜」を見学し、雨を避けるため再度「マックビ

ックランド」にて昼食。昼食先に向かう途中、「船上より

の桜見学の中止と今後の予定変更は昼食を終わった後で

説明する」ことで了解を得た。会員からは余呉湖に行き

たい等意見があったが、名勝「彦根城」を目指すことで

了解を取付け、12時50分午後の行程の開始。 

全員が海津大崎桜並木道（遊歩道）を当初予定通り大

崎寺まで40分歩いて探索。桜はほぼ満開であったが、雨と

寒さのため桜満喫とまでにはなれなかった。 

予定を大幅に変更し、湖岸道路沿いの満開の桜並木と琵琶湖を眺めながら、桜の名勝「彦根城」を

目指し、到着時には雨も止み、満開の桜を見ることが出来少しは報われた。 
 

受付を待つ参加者（武田尾公園にて） 

彦根城にて集合写真 
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＜ お知らせ ・ 案内 ＞ 

                   

運営委員会（4月度）報告                         土井 喜夫 

 

 日時：2019年 3月30日（土）10：00～12：00 

 場所：ぷらざこむ 1 25Ａ会議室 

（議題） 

① 桜の園（亦楽山荘）開園 20周年さくら見学会・・＜イベント報告参照＞ 

② 桜見学バスツアーバスの件・・・＜イベント報告参照＞ 

③ 花と緑のフェスティバル（4月27・28日）準備事項確認 

④ 第20回櫻守の会総会（5月20日）準備事項確認 

⑤ 櫻守の会 20周年記念パーティー準備事項確認 

⑥ チェーンソー保険の検討 

⑦ 北摂里山魅力づくり応援事業事業（助成金）申請内容の確認 

⑧ 北摂里山大学 8期生支援        以上 
 
                   

第20回 櫻守の会総会 及び 20周年記念パーティー             運営委員会 

 

第20回櫻守の会総会および20周年記念パーティーを下記の通り開催しますので、多数のご出席を 

お願いします。節目の総会を盛り上げ、パーティーで懇親をはかりましょう。 

  日時：2019年5月20日（月） 総会 13:00～15:00 

 記念パーティー 15:15～16:45 

  場所：総会 ぷらざこむ１ 2階21A/B会議室； 

記念パーティー   １階レストラン「しぇあキッチン」 

  なお、総会及び記念パーティーの出欠は、同封の葉書でご連絡ください。 

（記念パーティーの参加費は 1,000円） 
                   

廃線敷草刈りのご案内                          加賀野 久生 

 

大型連休(今年は 10連休)となり、草木が逞しく成長する季節となりました。本年最初の廃線敷草刈を

入梅前の下記日程で行います。会員多数のご参加をお願い致します。 

日時 ： 5月31日（金）9：50（ 親水広場集合 ）～ 12：00  

   なお、当日朝 6時 50分頃のＮＨＫの天気予報で、午前中の降水確率が 60％以上の場合は、

予備日の 6月4日（火）に行います。 

作業予定 4班で廃線敷４区間の草刈を、刈払機 5台を使って行います。 

     （ 各班は、刈払機 1台、鎌等手作業 数名、熊手等での収集 1名、 

安全管理者 1名 で構成します。） 
   
                   

武庫川エコハイク第 144回「千支の山・西谷猪ノ倉山に登る」    エコグループ・武庫川 

  

今回は羽束川と波豆川の分水嶺を通り干支の山で親しまれる 

猪ノ倉山に登り歴史の西谷大原野を歩きます 

日 時：2019年5月 11日（土）       雨天中止 

集 合：JR福知山線「三田駅」北口バス停  9時 10分 
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      （9時25分発、神姫バス「波豆川」行き乗車） 

ルート：JR三田駅前(北口バス)････木器(バス停)～岡村酒造～興福寺～猪ノ倉峠 

    ～猪ノ倉山(362m)～宝塚自然の家(松尾湿原)～宝山寺～大原野素戔嗚 

    神社～ふれあい夢プラザ・西谷支所前(バス停)･･･武田尾駅又は宝塚駅 

解 散：15時頃  西谷支所前   （約8㎞：一般向き） 

参加費：100円（保険代、資料代） 

申込み：不要（当日集合場所にお越しください） 

持ち物：弁当、飲み物(多めに)、雨具 

服 装：ハイキングできる服装、滑りにくい靴 

✲お問合せ：エコグループ・武庫川  携帯 090-7763-6763（上田） 

主 催：エコグループ・武庫川   後 援：兵庫県（自然環境保全） 

URL：http://ecomukogawa.web.fc2.com/ 
  
会員消息                                   事務局 
 

＊退会者    出澤 淳一さん、谷輪 登さん、井上 浩子さんです。 

 長い間、ありがとうございました。 
 

≪ 会 員 紹 介 ≫ 

大形 百合子さん 

 

「何処から歩いて来たん？」と尋ねるおじ様達。畑熊さんの前で集う方々の中を通り過ぎようとし

たら声がかかった｡10 年程前の事…中山山頂から大峰山→武田尾の山歩きの帰り道。後で分かった…

この人達が櫻守の面々だと。仕事を辞し何か満たされぬ思いの中やっと見つけた櫻守の会。伊勢街道、

熊野古道と歩いた時、山の荒れ様に心を痛めた。入会し精鋭部隊櫻守に驚いた!   

草や木で、何かを感じた時に染める。散歩で活動地で持ち帰った枝や葉で染めてみると、予想もし

なかった植物が持っている本来の色が現れる。感動に満ちた世界だ。経典や和紙を染めるのに用いら

れた櫨や黄蘗の幹の芯材で染めた黄色（防虫）。麻をツルバミ（櫟や団栗）や矢車で染めた鈍色は万葉

時代の庶民の衣の色。複雑な工程で染められる東大寺修二会にさ

さげる椿の造り花の、紅花の赤い色。そんな技術を要する染は出

来ないけれど…この豊かな不思議な世界に足を踏み入れると、植

物達を愛おしく思うようになった。皆んな違う色を持っている。

心が動いたときに、自分自身の楽しみのために思い出として残し

ておきたい色たちをひとつひとつ…染め続けていけたらと願う。

自らを「植物の精」と表現された牧野富太郎博士が残された言葉

「植物を友としたなら淋しくはない。」私もそう有りたいと思う。 
   
山岡 保寬さん 

 

60年ほど前のこと、定かには思い出せませんが小学生低学年の頃です。私は親父に連れられてよく

山に入っていました。力仕事なのでほとんど手伝いにもなってはいなかったろうと思いますが、鉈や

鎌などを持たせてもらっていました。中学生の頃には半人前くらいに役立つようになった分、アルバ

イト代ももらっていたように思います。長男なので跡継ぎに山仕事、農業の手ほどきをと、きっと親

父は思っていたことでしょう。中国山地の奥深い人口 900人にも満たない寒村でした（現在は 600人

程度に減）。 

http://ecomukogawa.web.fc2.com/
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そしていつの間にか大阪に出て50数年がたち、平成27年末で現役生活にもピリオドを打ちました。

これからは少しゆっくりと、のつもりでしたが地元（宝塚市）のことや、自分の残り人生のことに目

を向けられるようになってみると、前述の私の生立ちですから『櫻守の会』はすぐに目に留まりまし

た。後は皆さんとほぼ同じような経過で現在に至っています。今は欲張って色々と手を出しています

がメインはこの里山整備活動です。社会との接点、また健康寿命の為にも身体が続く限り‥‥“継続

は力なり”と思っています。 

趣味はゴルフとカラオケでしたが 15年前の背骨の手術以来ゴルフは中断したままです。カラオケは

市の福祉施設フレミラで10名程度の同好会を主宰していて、週一回ペースで仲間と昭和歌謡に青春の

残り火を燃やして？（燻ぶらせて）います。 

 
 

≪ 活 動 予 定（5月・6月） ≫ 
 
月別行事予定表 

 
5月 場所等 6月 場所等 

5月 5日（日） 武庫山の森 6月 2日（日） 武庫山の森 

5月 8日（水） 自然観察会（武庫山の森） 6月 4日（水） 廃線敷草刈(予備日) 

5月10日（金） 桜の園・亦楽山荘 6月 7日（金） 桜の園・亦楽山荘 

5月14日（火） ゆずり葉の森 6月 10日（月） ゆずり葉の森 

5月16日（木） 桜の園・亦楽山荘 6月 12日（水） 桜の園・亦楽山荘 

5月18日（土） 武庫山の森 6月 15日（土） 武庫山の森 

5月20日（月） 総会、20周年パーティー 6月 18日（火） 山手台 

5月21日（火） 山手台 6月 22日（土） 桜の園・亦楽山荘 

5月25日（土） 桜の園・亦楽山荘 6月 27日（木） 青葉台 

5月29日（水） 青葉台 6月 29日（土） 会報印刷（ぷらざこむ） 

5月30日（木） 会報印刷（ぷらざこむ）   

5月31日（金） 廃線敷草刈   

 集合時間 ：桜の園・亦楽山荘･･･親水広場 9時 50分 、武庫山の森 9時50分  

他の3活動地は 9時30分。 

天 候  ：当日朝 6時55分 NHK TV天気予報で、兵庫県南部の午前・午後いずれかでも 

降水確率 60%以上の時は中止します。 

 

 
＜編集後記＞ 

 新年号【令和】のスタートである。また、櫻守の会は20周年の節目を迎えた。 

心が変われば態度が変わる。  態度が変われば行動が変わる。 行動が変われば習慣が変わる。 

習慣が変われば人格が変わる。 人格が変われば運命が変わる。 運命が変われば人生が変わる。 

シニアの我々も新たな気持ちでスタート。                     （武原 記） 


