
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
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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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その帰りに野瀬さんとー諸に拙宅を訪ねら

れ、その白花 1株をおこ土産としていただい

たものだった。古い形容だが天にも登るよ

うな嬉しさだった。

その三浦さんは帰って間もなく発病され、

とうとう翌春に亡くなられたので、 ζ の高

貴な花は、今では悲しい形見になってしま

ったo 乙のような巡り合わせなので、自花

ミチノクコザクラは、私にとっては忘れら

れない花となってしまったのである。春ご

とに咲くその美しい花を見ては、世の無常

を感じながら、亡き三浦さんの誠実な笑顔

などをなつかしく思い出さしている。

ご承知のようにミチノクコザクラは、弘

前近郊の岩木山の特産であるが、私はその

山麓の東目屋村で、小学校の教師をしてい

た父のもとで生れたのだった。白花ミチノ

クコザクラをひたすら欲しがったのも、或

はその郷愁のなせる業だったのかも知れな

し、。

その貴重な株は、 6寸の素焼鉢に植えて

充分K気をつけて育てた甲斐あって、年毎

に元気Kふえはじめ、花は丸い珠のように

なって咲き盛るようになったo 今その経過

をふり返えってみようと思う o

この花に用いた培養士は、赤玉士 4、JII

砂 3、腐葉土 2、鹿沼土 l、位の割合に混

合したもので、時には米粒大のパーライト

を全体の 1割位混入した。パーライト混入

も結果がよいようで、植替えの時鉢をあけ

てみたら、ヒゲ根がパーライトの中K喰い

こんでいることがよくあった。極替えは、

株の状態によって 1年毎か隔年毎にして、

根腐れを起させないように水排けをよくす
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ることに留意した。

肥料は、油粕 6、骨粉 2、魚粉 2、位の

割合K調合して、それに防虫剤を全体の 1

割位混ぜ合せたものを、年3回ほど霞肥し

ている。置肥の際/c防虫剤を入ると、不快

な虫が発生しないので気が楽になる。薬剤

はこの頃種苗屈で売りはじめた、蟻駆除用

のピニフヱートを混用しているが、今迄の

ところ薬害はないようである。

植替えの時期は、春の花が終った直後が

一番よいように思われる。早春の植替えで

は、その年の花をこじらせることがあるし

採種してからの秋の植替えでは、一部枯ら

してしまったこともある。株分けをするに

は、勢いのいい笥は脇芽を出して 3株前後

になるので、それを選り出してよく水で洗

い、その太根を、株ごとにそれぞれ細根を

つけるようにして、カミソリの刃などで分

割する。乙れを薄い消毒液に20~30分程浸

してから丁寧K植付ける。あまり時聞をか

けると葉が侵されるので注意しなければな

らない。

それ以後は、普通の草ものと同様f亡、し

ばらく経って根づいた頃κだんだん揚に国11

らしていく。霞場については半日蔭がよい

ように云われているが、私は屋上の棚で陽

にさらしながら、次第に環境に馴れさせて

元気に育てている。

海水Kついては、比較的に大自の万がよ

いようである。この培養法は酸性を好むサ

クラソウ類には、全般に応用出来るのでは

ないかと思われる o

きて、 ζ の頃の私の願いは、この白花ミ

チノクコザクラを出来るだけ多く繁殖させ
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ることであって、そのふえた苗を親しい知

友に配って喜ばれることが、亡き三浦さん

のご厚意に報いる道ではないかと思ってい

る。

キパナクロユリの繁殖法

キパナクロユリは甜11路原野で発見された

もので、事11路山草会の有志がそれを大切に

地極して繁殖させたものである。私は、昭

和4日年頃釧路に日石の油タ yクの据付工事

を依頼きれて出向いたのであるが、たまた

ま同窓の先輩に紹介されて、当時劃11路鉄道

局の鎖|路建築区の工手長をしていた古田評

三さんの作品を見学させてもらった。古田

さんは官くからの山草愛好家で留11路山草会

に所属していて、立派な山草を薄鉢で盆栽

風に沢山育てていた。それらの鉢は年を経

たものが多く、一流の作品ばかりであった。

そして帰りしなに初めて見たキパナクロユ

リを 2球いただいて来たのである。キパナ

クロユリという名は、古田さんから開いた

もので、それをその健受けついで呼んでい

るが、その正式な名前はまだ定かでない。

花色はくすんだ黄色で、みどりがかった

黄土色ともいうべきものである。話は変る

が、私が山草の培養を初めた頃に、小樽山

草会の先輩の佐藤与四郎さんが札幌に転居

する時、数多くの山草を分譲していただい

たが、その中にクロユリもあり、それは花

競K黄色い筋がぼかしたように入っていて

変っていたが、当時は山草の知識に乏しく、

あまり気Kとめないで植替えもしなかっ

たので、いつの間にか消えてしまった。 今

思うと大変惜しいことをしたと悔まれてな

らない。そのような黄色の変化を辿れば或

は黄色の発生もあり得ることと思われる。

さてその 1球を友達にあげて、 l球だけ

を培養しているうちに、いつの間にか 5~

6球にふえてきたので、更に親しい人達に

分けてあげた。丈夫な山草で、少しばかり

の要領を会得すれば自に見えて繁殖して花

もよくつくが、失敗すると分球ばかりして

花が咲かない。私も一時失敗して、或は消

えてしまうのではないかと心配したことも

あった。

いまことに、私なりの培養法を述べてみ

ようと思う o 用士は黒土 4、)11砂 3 (火山

礁の小豆大のものでも可)、鹿沼土 2 (赤

粘土代用でも可)、腐葉土 1、の割合のも

のをよく混合して使用する。クロユリは、

9月下旬になると葉も茎も枯れるので、毎

年花の終った時期か、或は葉の枯れた頃に

植替えをする。植え方は、球根をよく据付

けて 1c机ほど覆土する。植替えのため鉢か

ら抜くと、株が元気に育っている時には、

米粒ほどの白い小球が出来ていて、その鉢

の士に混っているので、あったらそれを丁

寧に別鉢に植える。翌春は、その球から 1

枚の細い葉が出るが、それを肥培している

と、 3~4年で花が咲くまでに成長し、球

根も 2~3cmほどの親になる。この子を大

切に育てる乙とが繁殖への秘訣である。

植替えしても春になると、霜や凍結によ

って球恨が土から踊り出ていることがある

が、その俸にして置くとパラパラに分球し

て花が咲かなくなるので、その時は丁寧に

座りをなおして覆土するとよい。肥料は、

4 月と 10月に 2~5 つまみほどやっている
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が、やりすぎるとまた失敗につながる恐れ

がある。消毒は年 2回ほど葉にかげている

が、球根の病気は今のと己ろないようであ

る。

また、よい土に地植えすれば自然に繁殖

して安全であるが、この場合K草丈の徒長

するのは止むを得ないところである。

どの植物についても云えるととであるが

よく気をつけて見守ると共に、よく手入れ

をすることが肝要であると思う。この頃は

植木鉢での培養には特に植替えの必要を痛

感しているが、これが培養の心得でもある

ようだ。

やまくさ身辺抄

山草有情

今年はツガザクラ類が華やかに咲いた。

寒風にも負けないてー、牡丹色、ピン夕、白

と腐りあがるように咲いたエゾツガザクラ

達を見ていると、その健気さをほめてやり

たくなる。それは融雪前後の空っ風κ弱く、

枯れたり、枝枯れをお己したりする欠点が

あるからだ。

昨年三年ぶりに植え替えて、秋Kは気を

つけて自家製の肥料をたっぷりやったが、

そのどちらがよかったのかはわからない。

あるいはその相乗効果なのかも知れないが、

とにかくたいそう上機嫌である。

総じて山草たちは時々手当てをしてやる

とそれにこたえるように元気になり、よく

繁殖し、その身いっぱいの花を咲かせるが、

それは人間の心が通じるからではないだろ

うか。山草に慰められるととの多いとの頃

は、楽しいことばかりで心も弾む。また、
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夏に干上った鉢に水をやる時の快よさも忘

れられない。草達が一斉κ いああ、涼しい、、

と声をあげているのが聞こえるようだ。

私は独りの時も孤独ではない。それは山

草たちが話しかけてくれるからである。あ

る山草は誇らしげに、あるlむ草はつつまし

く働きかける。また時には劫ねてみせたり

もする。

およそ殺伐な人間社会と違って、この素

直なILJ草の世界では、なんとなく蹴かい心

の交流があるような気がしてならない。

窓、戯力弓ス

小樽は港町なのでカラスと土鳩が異常に

多い。坂の街の小高い丘に西俊中学校があ

って、その裏の松林に巣喰っているカラス

の一族が傍若無人に住宅街を荒らしまわっ

ている。

春になると巣ごもりを始めるためにその

材料を集めるが、被害をうけるもののなか

に我が家のセントパーナード犬もいる。犬

が幼なかった頃は自在に冬の抜け毛を持っ

て行かれたが、成犬になってからは犬も警

戒するので容易に近寄れなくなった。 70kg

あまりの大きな犬が本気になって吠えるの

だ。それがシャクにさわるのか、柔らかい

冬毛をぜひ欲しいためか、毎年時期になる

と上家の深にとまって、大声でカァカァ鳴

いたり、犬の吠え声のまねをしたり、黙っ

て馬鹿にしたように見下したりしながら機

会を狙っている。

犬小屋の犬は怒ってワンワン吠えるが、

羽のあるカラスは動じようともしない。犬

はますますたけりたつがカラスはおもしろ

がっているようだ。乙 ζ で私の出番がくる。
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石を投げると次から次へと木に移り、ょう

すを見ながなようやく退散する。私も甘く

見られている。

ひなが生まれると一層激しく餌あさりを

するが、市場が近くにたくさんあるので不

自由はしない。しかし今度は食い残しの豚

肉の脂や骨、魚の腸などを丹精している山

草鉢の繁みにかくす。本能的にかくしはす

るがそのまま置き去りなので大迷惑である。

この間も脂をヒダカイワザク弓の鉢にかく

して、隣りの火山砂に仮植えのアオノツガ

ザクラを引き放いて上にかぶせているのに

仰天させられた。アオノツガザテラは買っ

てきたばかりなのである。その上、洗面所

の石鹸がよく無くなるのも奴の仕業で、持

ち出してはコケモモの茂みにかくしたりも

する。花の奮をたやすくもぎとるのも小僧

らしし、。

いよいよ困って、農家からト弓パサミを

借りてきて仕掛けたが、憎っくき力ラスは

悪賢くて近寄ろうともしない。悪業数々の

このカラス、何とか退治する方法はないも

のだろうか。

後悔

ある雑誌の依頼で、根室半島の横物の秘

境のことを書いた。現地に出かけてその花

畠の広大で立派なのに感動して、ありのま

まを詳しく描写したのであったo

それから二年たって、親しい友と再びそ

の場所に行って驚いた。あの華々しかった

花園が忽然と消えて、ただの雑草の丘にな

っていたのである。這い性のコノミノコケモ

モ、重弁のキンポウゲ、姿のいいネムロシ

オガ7 、花数の多いハクサンチトリもみん

な消えて影も形もなく、道路の両側にびっ

しり咲いていたユキワリコザクラさえもす

べて無くなっている。

この心ない乱業は一体誰の仕業だったの

だろうか。山草愛好家が根こそぎ採取する

ことがあるのだろうか。私は頭がカッカと

燃えて、思わず土手t亡すわりこんで捻った。

それは恐らく私のせいではないかも知れ

ない。しかし後味の悪さは苦々しく残って

今でも尾をひき続けている。

クマガザイソウ
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