
随想 四

O いつものように

仕事を終えて帰宅すると、いつものよう

K山野草の鉢たちは、私を気嫌よく出迎え

てくれる。春になると、私はすぐに家には

入らないで、そのまま山野草たちの鉢の前

に立つo 鉢をひとつひとつ手に取りながら、

雑草をとってやったり、増えすぎた鉢から

は、株分けをして新しい鉢に植えかえをし

てやったりしていると、そのひとときが 1

日のうちで最も充実した時のように思える

のである。つい夢中になっていつの間Kや

ら手元が暗くなり、ふっと空を見上げると

星が美しく瞬いている乙ともある o

母は、このような私には、文句ひとつ云

わずにタ鈎の仕度をして待っていてくれる。

時には父などは、，flとの食事を待ち切れず

床について寝ている ζ ともある。どうしよ

うもない植物気狂いの怠子のために、いつ

の頃からかタ鈎は 2度になってしまった。

ζ の生活が数年間も続くと 2度のタ餓がな

にか当り前のようK感じられてくるから不

思議である。

夕食が終わり厨4呂に入りほっとすると、

時間は10時頃Kなる。その頃κ草友の来客

があったりすると、雑談に花が咲きはっと

して時計を見ると 12時を過ぎていることが

しばしばである。話に興が乗ってくると、

東の空が白んでくるととさえある。

当然のことながら、翠紡は云わずもがな

の朝寝坊である。来客のない夜でも、皆が

寝静まったことを幸いに、コソコソと本を
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引っぱり出して読んでみたり、咲き出した

鉢を棚から持ち出してきて、酒を飲みなが

ら花見をしたりして自分の好な時間を過す。

わが家の山野草たちは、このような夜ふ

っぱりの朝寝坊の主人と付合わされている

Kもかかわらず、時差ぽけもしないで気嫌

よく美しい花を咲かせてくれる。もしも山

野草たちに言葉があったとするならば、こ

のような私をどのように批判している ζ と

であろうか。

O 大雪山・忠lllJ岳周辺のコマクサ

一昨年、大雪山・黒岳から登山し、 トム

ラウシまで縦走した。黒岳局辺では登山道

にロープが張りめぐらされていて、身近に

高山植物と会話をすることはままならず速

くから確認するだけであった。しかし、忠

別岳に近づくと昔ながらの縦走路となり、

高山植物も身近かに見ることが出来るよう

になってきた。さらに、忠別岳を過ぎると

高山植物の女王と云われる、コマクサの株

が大・小入り混ってあちこちK散見出来て

山に登った充実感が実感となって湧いてく

る。

コ7 クサの花姿をよく観察しているとと

とろどとろ、花茎より両方K膨らんだ、丁

度駒の鼻づらのあたりがないのである o そ

れも、 l株や 2株、だけではなく開花した

コ7 クサの殆どのものが、なにもの?かに

よって無残にも食いちぎられているのであ

る。
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犯人は誰れなのだろう?と考えているう

ちに、いつの頃だったか、 NHKTV、白

然アノレパムに、大雪山の高山蝶、ウスパキ

チョウの生態が放映されていたのを思い出

した。コ 7 クサは、ウスパキチョウの食草

としてま ζ とに有名であり、私のようなコ

7 クサ愛培家にとっては、あまりにも賛沢

な食べもののように思われるが、これも大

自然の摂理であって、人間などのどうしよ

うもない現実である o とにかく、需のある

と覚しきところを次々と食べていくのであ

るから、美味しいに違いない。北海道鱗趨

自の会員であり、花の友達である高野英二

氏の話によると、コ 7 クサの開花期の状態

があまりよくなく、花があまりない時など

はしかたなく、葉、茎を大急ぎに食べて栄

養源を蓄えて、来るべく長い厳しい冬に備

えるとのことである。私は、あいにくその

時には幼虫を見ることは出来なくて残念で

あった。同氏は、石狩岳山頂附近で、蛾の

幼虫も同じようにコマクサの花を食べてい

るのを確認しているので、あるいは、もっ

とほかの幼虫もコマクサを食べているのか

も知れない。

いづれにしろ、あの美しいウスパキチョ

ウが、コマクサを食べているのだグと思う

と、なKかしらほっとした安堵感を覚えて、

次の目的の山にむかつて歩きだした。

山の花という美しい写真集が刊行された。

エッセイ風に植物が紹介され、食べられる

実や草体のことが、面白くユーモアのある

文体で書かれていて、楽しく読んだもので

ある。

山登りの時には、ザックにたくさんの食

料をつめ込んで行くのが普通であるが、私

は果物、野菜は殆んど持って行ったことは

ない。花が盛りの時期には当然実を結んで

いる植物はないが、 8月も中旬を過ぎる右買

には、山もさまざまな実を結び、山登りを

さらに楽しいものにしてくれる。イワツツ

ジ・コケモモ・クロ 7 メノキ・クロウスゴ・

サンカヨウ・エンレイソウ・ヤ 77'ドウ・

コクワ(サノレナシ) ・ハイイヌガヤ・イチ

イ・などの実がある。文、春には、ギョウ

ジャニンニク・エソカンゾウ(己れは奮を

きっと湯通しするとよい。)ニりンソウ・

カタクリ・シロウ 7 アサヅキ・ユキザサ・

フキ・エゾノリュウキンカ・アザミ類、イ

ラクサの若芽、などは、キャンプの時に利

用出来るし、あまり進められないが、イワ

ギキョウ・チシ7 ギキョウ・シャジン類も

食料のない時Kは利用出来る。まだ利用し

てはいないが、イワオウギも食べられるよ

うである。これらのものは特に美味しいも

のであるかどうかは知らないけれども、毎

日食べている野菜とは味が違うことは事実

である。

O 山を食べる 汗水流してlliに登って、これらの植物を

登山の楽しみのひとつに食事がある。意 口に入れた時の感動は、心身共に山と同一

労働の結果当然のことではあるが、私の場 になったような感じさえする。

合は少々ほかの人とは違っている。 一昨年、音更山から石狩岳に登ったi侍に、

10年ほど前に、山と渓谷社より、野の花、 登山道にはクロマメノキ・クロウスゴが、
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たわわに実り、友人 2人と口に頬ばりなが

ら山道を進み、 4時間ほどで野営地に到着

した。その頃になると 2人共お腹がはり、

どうにも我慢が出来なくなり、思い思いに

放庇の連続となってしまった。それがテン

トの中であり寝袋の中であったので、あと

はご想像Kおまかせする次第である。

クロマメノヰやクロウスコ'は、それぞれ

甘ずっぱくて口あたりがよい。乙れを材料

にすると、リンコ 2個分ぐらいを食べたよ

うな満腹感を覚えた。イワツツジ・コケモ

モは、喉がかわいた時に食べるとよいし、

サンカヨウも同様である。エンレイソウは

あまり食べると下痢をするので控え目に。

コクワは食べすぎるとお尻がむずがゆくな

ってしまう。幼い頃にコクワを食べて大い

に思ったことを思い出す。

見たり、食べたり、匂をかいだり、いつ

も忙しい私のな111は、ま ζ とに動物的な行

動が多く。ほかの人から見ると「エゾ/ナ

ント力j という得体の知れない動物が、山

を駈け閉っているように見えるかも知れな

し、。

O エゾコザク弓

大雪や日高方面の山に殺って、まず乙の

美しい花の群落を見て、感動しない人はな

いであろう。姿・色・すべてが天下一品で

ある。

だが、下界でヱゾコザクラを山と同じ状

態で再現しようと、試みた諸兄もかなり多

いことであろう。しかし、北海道でもその

栽培は難物中の難物である o 昨年、北方山

草会の阿保会長一行が、私たちの主催する
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11J草展を見に来訪された。阿部美津氏は、

「お宅では、エゾコザクラはうまく育って

おりますか?Jとたずねられた。私は、エ

ゾコザクラの鉢を見せて、 「このとおりで

す。 Jと云うと、うなずかれ「やはりこの

花は、むづかしいですね。 j と云われたこ

とを思い出す。

その後、私はエゾコザクラの栽楕を諦め

きれないでいた。花もどうやら終わり I株

から数個の芽が出てきて 1週間もすると、

それぞれ小さいけれども株になり、数株が

1株になり窮屈そうに大きくなっていたの

で、株分けを試みた。それぞれ分けてみる

と、まだ小さい株状のものと、様を生じて

いないものなど様々で、 8寸鉢f'C2日本ほど

植えておいた。

2ヶ月ほど過ぎてよく見ると、又花芽を

生じ 7月中旬頃には又、 2度目の開花とな

り、思いもかけず又、花見となってしまっ

た。うれしいやら、この夏はどうなる ζ と

やらと一抹の不安もあったが、花も終わり

又、枯れてきたので、阿じ要領で楠えたと

ころ、秋までに大きな株に育ち冬芽を生じ

てきた。いまでは調子のよいものは、人さ

し指大の冬芽となり、周囲には数個の分か

れた小さな冬芽を生じ、数個の冬芽が寄り

そうようにして春を待っている。

すζ し、栽培について感じたことや用士

Kついて付け加えると、鉢は大き目なもの

を用いた万がよいようである。用士は、当

地産の火山橡単用でミジンを抜いたものに

する。肥料は、植えつけ後に出来るだけ早

自にし、 1週間後ぐらいに発根、根の伸長

をはじめたらすぐにやりたい。少くとも年
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内に植えかえを行うとよいように思う。植 エゾコザクラは、前述のとおり北海道で

えかえKは、ほかのサクラソウ同様に根を も殺培上難物と云われているが、鉢Eまから

切り、さし芽の要領で行なう。又、生背中 水がザアザ了と流れ出すほどに、水をやる

に古い葉が枯れて変色するものが出来るが、 ことが、気に入られる秘訣のように思える。

それは早目に根元から取り除くのがよい。 もしも、そうであったならば、来年春の

株の周聞はいつも清潔に保ち、水は普通 エゾコザクラの開花期は待ちどおしいq

の水やりのほかに、 3Bに l度ぐらいは、

鉢底から水が流れ出るほど、たっぷりとや

ることを実行するとよいと思う。

故阿保精一氏の文章から

ご遺族のお話しによると、阿保さんは、

会員から送られてくる本誌の原稿を読みな

がら毎日のように机にむかつて、編集I'C没

頭されておられたとのことである。私には

そのお姿が目に浮ぶような気持がする。そ

して、その編集のなかばにして、思いもよ

らず突然急逝されたのである。惜しみても

なお余りあるものがあるo

ご遺族から引き継いだたくさんの原稿の

中には、阿保きんがど自身で書かれた文章

は一編もなかった。おそらくは、編集に一

応の目安がついた後に書くつもりであった

のではないかと私なりに推測している。

従って、本誌に会長である阿保さんの文

章がひとつも掲載されないということは、

まととに淋しい限りであるので、編集委員

の方々と相談の結果、 「えぞやまはなJ

f趣味の山野草」に執筆された文章の中か

-97 

小樽市阿保精

ら数篇本誌に転載して、北海道山草界に貢

献された功績を称え、かつ、お人柄を偶び

たいと思う次第である。(編集委員高野記)

白花ミチノクコザク弓

白花ミチノクコザクラは、弘前市の「み

ちのく山草会Jの三浦前会長からいただい

たものた守った。ある時訪ねて米られた野瀬

さんから、ミチノクコザクラには稀に白花

もあるという話を聞いていたものだが、欲

しいと思う気持がだんだんと嵩じて来たの

で、 「みちのく山草会」に知人の多い野瀬

さんに、是非 l株でも手に入れて下さいと

お願いしたのだった。

しかし長い間音沙汰なしだったので、稀

品を欲しがるのは悪い癖だと自分に云い関

かせて諦めていたととろ、それから 2年ほ

ど経って、三浦さんが所用で札幌に米られ、
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