
ウマアサツキ、ホソノゼセンキウ、カラフトス

ミレ、フサスがナ等著しい横物を産する。

今私は此旅行で採集した緩物標本の閣に彼

地の広漠たるツンドラ地帯、山頂を逼ひ歩い

た危険な突阻山、寒さに震へつつ雨を冒して

登った樫保岳、さては敷香の土人部落や廟漉、

咽呼する海豹島のオットセイ等を次から次へ

追憶しつつ、未だ見ぬ珍しい植物に富んだ南

方の海鳥島や北地の川島山へと憧れてゐる。

最後!C樺太植物研究の参考書に就て一言す

ると、従来出版された学術報告書は其数が多

いが、次のものは特に著しい。

宮部金吾、三宅勉 樺太植物調査概報

(J907) 

同 様太植物誌 (J915) 

工藤祐舜 北樺太植物調査書(J924)

尚此地方の物は近来樺太植物研究家菅原繁

蔵氏の畢生の努力によって更に一層明かにさ

れつつある。

樺太庁天然記念物調査報告書海馬島特殊

植物群落地帯 (J936) 

同 突阻山之横物 (1936 ) 

菅原繁蔵 樺太の植物 (1937 ) 

以上は何れも菅原氏の努力の結晶で同地植

物の研究!Cは脳陣考とすべきものである。

下村兼三 アルス科学写真叢書樺太の動

植物 (1933) 

乙の警は簡単な写真解説書ではあるが、同

地の動植物の大様を知るには便利である。

(完)

(大阪山草倶楽部発行「山草趣味J<復刻版>

による。

「山草趣味j復刻版について

「山草趣味Jは大阪山草倶楽部の会誌とし

て、昭和 5年から昭和14年の聞に12冊刊行さ

れたもので、その立派な業績を惜しむあまり、

当時からの委員の喜多恒雄氏を代表者として、

神戸山草会長・合田隆行氏、日本ロックガ

ーデン協会事務局長、森和男氏の三氏が

協力してとの復刻版を作られた。

取り寄せて読んでみて驚いたζ とに、執筆

者各位の真撃な気迫がひしひしと感じられ、

限りなく山事を掛子する人達の、純粋な集り

であったととがよく分るのである。

内容もパラエティーに富んでいて、探草行

も本州の山々を初め、遠く満州、朝鮮、樺太、

阿保精

千島、北海道IC及び、その地その山の紀行文

や、山草についての綿密な紹介があり、鮮明

な写真版も数多く載っている。

とのごろ盛んになったロックガーデン築造

の記事も、先進国の庭園の写真を添えて各号

に研究発表しており、各種山草の培養、繁殖

法なども詳述され、洋種山草についても新種

の紹介や培養、実生の方法を次々に記載して

いる先見の明ICは、ただ恐れいるばかりであ

る。

との本は今読んでみても面白く、何時まで

も心IC残るような詩情豊かな文章もあり、そ

の外楽しい読みものが沢山あって、私は時の
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経つのも忘れて読みふけった。

本誌にも菅原繁蔵、久米道民両先生の記事

を、喜多さんの御了承を得て転載した次第で、

記録の上からも大変貴重なものが殆んとであ

る。

私は ζのように秀れた会誌の復刻版が世IC

出たζ とを大層有難く思うと共に、いろいろ

な困難をのり越えて、敢えてζの復刻版を作

って下さった三氏に、深甚な敬意を表す石も

のである。

なお乙の復刻版は、1.0 0 0部限定1版で、

定価8.5 0 0円だが、 ζの問、喜多さんIC照

会したと乙ろ残部が少しあるそうなので、御

希望の方々は

(5 6 0) 大阪府豊中市岡町 2-24 

喜多恒雄氏 (振替大阪31 2 8 6 7番

口座名称喜多恒雄)あて申込まれると

よい。

(独り言 50年あまりもの過去に、

とのように充実した内容の会誌が発行されて

いた乙とに、ひどく感動するとともK、ζの

先輩がたの研鎖の足跡を、更に多くの人IC知

っていただきたいと願うものである。)

落 書

「趣味の山野草jの発行

ιの度、山野草専門の「趣味の山野草」誌

が発行lとなった。長い間待ち望んでいた専門

誌の発行は、山草愛好者にとって大変有難い

もので、'その飛躍的な成長発展を心から願っ

ている。

(株)月刊さっき社からの隔月発行で、洗

練された多数の写真に先ず目を奪われるが、

山野草の研究と解説の執筆者は、それぞれの

分苦手で活躍している知名の士が多く、内容も

大変参考になる良書である o

チーフの軽部さんは北国の山野草にも深い

関心を持っておられるようなので、何れは東

北、北海道産の山車についても発表がある乙

とと大いに期待している。

定価1.0 0 0門で各地書庄でも発売してい

るが、本社の発売所は下記の通りで、年間購

読料は 6.000阿(送料 600円)である。

き

322 栃木県鹿沼市晃望台 12 

(株) 栃の葉書房

振替口座宇都宮 111140 

帳

阿保精一

。無駄な話 草の生えるのは、実は土場IC穴を堀って木の

私の植木鉢ICは雑草がよく生い茂る。昨年 葉を入れた迄はよかったが、覆いをしなかっ

の秋に高野さんが来て、その雑草だらけの鉢 たので、折角の腐葉土IC局りの雑草の種子が

を見て大変驚いたようで、 「草抜きの手伝い 飛びζ んだからに外ならない。

に来ょうかj と云った程である。その様に雑 その後、草抜きをしながら達しく茂る雑草
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の様子を見て、乙の強烈な生育のエネノレギ

を、何らかの方法で成長エキスとしてとり出

して、大切な山車を強くしたいものと考えた。

いろいろ思案しているうちI亡、帰化植物の図

々しい迄の繁殖力を、どうにかして山草11:移

すιとが出来ないものかとも思った。しかし

との研究をするためには長い時間が必要なよ

うで、ま ζ とIL惜しいが諦めた。しかし乙の

還しさの本体は一体何なのであろうか。誰か

このホノレモンの抽出法を発見してくれる立派

な人がいないものかと、との ζ ろしきりに思

うのである。

A 

芝生公闘を作るために、笹刈りと根伐りを

して土を敷き均す工事の世話をしていたら、

ポロポロの団粒土が 3-5叩の厚きで現われ

てきた。長い間、木の葉が堆積して土になっ

たもので、培養土(1:はもって乙いである。

しかし残念な ζ とに、乙の場所は営林署苗畑

の原生林の中で、校を切るのにも許可が要る

程なので、持ち fl~すことは全然不可能であっ

た。このごろは良質の黒土が手lとはいらない

ので、大変心残りに思った。それに刺戟され

てJ告養土の ζ とをいろいろ考えているうちに、

ζれ迄無駄K捨てている培養土の微粉を、ど

う11:かして団校化できないものかと切実に思

うようになった。空怨の範囲内で、乙の方法

を目下思案中である。

包まれていて、ま ζ と11:高貴な花であった。

花が終わってから植替えたカえ大切に思「あ

まり、株はその侭そっと洗って消毒して植替

えたが、何が悪かったのか間もなく枯れてし

まった。死花を咲かせたのかなあとも思った

が、植替えの時の何らかの失敗で枯らしてし

まったようで、悔やまれてならなかった。そ

の植替えの時、葉が 1枚根元から離れたので

何気なくそれを庭土にさして置いた。

晩秋になってよく見ると、その葉の中どろか

ら若い葉がかたまって出て、株を形成するよ

うな姿Kなっていた。私はとろ乙ろと喜んで

晩春を期待したのだが、不運は更に続いて、

翌年2月の大雪で倒れた板塀をなおさせた時、

まだ雪の残っている庭11:踏み込んで仕事をし

たの之が、雪がとけてみたら無惨にも影も形

もなくなっていた。恐らく堀返えすか、踏み

にじられたものらしく、悲しいと思う程の出

来ごとであった。しかし葉ざしでも根付くの

ではないかという希望を得た乙とは、明るい

慰めであった。数人の親しい知人からの希望

があるので、生き残った別鉢の一株を、何と

かして元気に育てて繁殖させたいものと、そ

の機会のくるのをひたすら待っている。

Oサクラソウ

サクラソウ科のサクラソウたちは、どの花

も可憐で美しく、うっかりすると忽ち消えゆ

く果敢なさもあって、以前から私の好きな山

。カタオカソウの ζと 草の一種であるoいろいろと苦心して育てて、

カタオカソウは亡くなった中薮さんからい 大低のものはよく繁殖するようになったが、

ただいたもので、その中薮さんが亡くなった やはり苦手はあるもので、エゾコザクラ、レ

翌年の春早く、初めて立派な花が 3本咲いた。 プンコザクラ、ヒナザクラは私のと ζ ろが嫌

姿も色も美しく、花排の裏は白いうぷ毛に いなようだ。枯れた鉢をひっくり返えしてみ
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ると、 l粍ほどの手足の多い白い虫が沢山い

て、うようよと動いている。何という虫か知

らないが、サクラソウ類を特!C好きなような

ので、憎いζの虫を徹底的に退治しなければ

ならないと恩い、今年の宿題のーっとした。

また旭川の村田さん、佐藤さんからソラチコ

ザクラ、ヒダカイワザクラ、テシオコザクラ

って病院へ行ったら、とれは老化現象で、骨

の一部がすりへっていると云われて篤いた。

いよいよ年貢の納めどきかと覚悟はしたが、

新聞きんのように元気な人もいるのだからと

思い返えb々 しばらく病院に通ったらよくな

って、今迄通りせっせと山草の世話をする事

が出来た。

等を送づていただいて元気IC育っているが、 そのうち秋になって、自にどみがはいった

心にかけて大切にふやすつもりでいる。 様な感じで痛みが激しくなる一方なので、今

送っていただい台ソラチコザクラを見ると、 度は眼科医院に行ったら、又々とれは老化現

外の産地のものι采の大きさが違うようなの 象で、険の裏IC脂肪のかたまりが出来ている

で乙の比較も、今年の課題の一つである。

昨秋盟友の高野さんの所IC行ったら、ロッ

クガーデンは広々として、そC!C沢山の種類

のサクラソウが植えられていた。皆元気がよ

く葉色もあざやかで、洋種のものもとり寄せ

である。何時の間にζんなに集めたのかと感

心しながら、との様!C上があっては、私はサ

クラソウが得意ですとは云われないなあと思

った。そしてサクラソウ!C熱心な友達が出来

て、消えたものを交換出来る心強さを大変有

難いととと思った。

培養にしても、繁殖lとしても、まだまだ研

究努力が足りないと反省はするが、乙れから

一生かかっても培養法の完全会得は出来るも

のでないと悟って、何だか少し寂しくなった。

。老化現象

畏友の新阿武彦さんは私と周年ではあるが、

至って元気で 3年続りてソ連に旅行したかと

思うと、今年はアラスカの植物を見学K出か

ける予定だと云われ、時々故障を起す私には

羨ましい限りである。

昨年のζ とになるが、なんだか腰が痛くな

と云って、簡単にとってくれた。再々の老化

現象との説明!C腐りきって、友人の星野氏K

その話をしたら、僕なんかも時々出来るが、

最近は病院に通うのが面倒くさくなって、自

分でとっているとの話には驚いた。若い若い

と思っていた屋野氏も、もう50の坂を越した

そうである。

これから考えて、植物にも老化現象や寿命

があるのではないかと，思い、 ζ れから後は心

ならずも枯れた植物に対して、 「ああ、寿命

が来たのだなあJと思って諦め、簡単K寄jり

きっていくつもりでいる。後悔しない代りに、

いささかとれでは進歩がないなぁと恩わない

訳ではないけれどもー
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