
いとられているので、深いところから掘り

出しTたこ心土がよLい、、。それにtは主種々 の養分が

手つかずに保有されているので盆栽には心

土の赤土を使用するのが 1番よいと思うO

そして細泊かミ北L

よくし肥料の分解を早め、酸素を供給し且

つ保水と排水が適当に行われるので良好な

のである。

以上のように述べられているが、小樽で

は培養士として黒土と川砂を混合使用する

方が多いようでありますが、これに乾燥し

た赤土の粒を混用してみられると一層よい

結果を得られるのではなし、かと思いますo

私はトグシュ γベツ岳の中腹で採取された

黄葉になった発育の悪いキハナシャクナゲ

をこの赤土混用の方法で植えたところ、生

気をとりもどして葉も濃い緑になった経験

を持っています。また、 山草会に入会L

て問もない頃、住友さんに「新しい土で植

山 草

よく人に「高山植物の栽培は難しし、かj

と云われて「ノーjと答え、それなら容易

かと云われてまた「ノーJと答えなければ

ならなし、。私にとってほんとに矛盾した答

と思う。 Iでは」と問われて、この変化に

寓んだところに栽培の妙味が秘められてい

て、これがあるために喜びと落胆を毎年く

替えを丹念にやれば肥料はそれ程沢山要ら

なL、。 Jと教えられましたが、植物にとっ

て新しい土はそのように重要なものである

ことを、長い経験から割り出して端的に教

えていただし、たものと今でも感謝していま

すo

ところで植物に対して山草会一番の不精

者と定評のある夜、が、あえて植替えの必要

性を云々するのは誠におかしい話ですが、

そのことを痛切に感じている l人であると

共に、新しい会員の方々に植替えと除草は

以上のような理由で植物のために是非必要

だということを申しあげたい気持でおりま

す。さらにまた、山採りの新しい草木を績

える時には、必ず新しい肥料気のない土を

使用し、根付けをして元気になってからは

じめて淡い肥料を少し与えながら馴らして

いくのが活着する秘訣であると先輩に教え

られたことも加筆します。

雑 感

紋別郡遠軽町吉本 明

り返して今日まで続けている。

考えてみただけで、下界で住めない植物

が高山に登っていったものを、環境の全く

違う下界で育てること自体無理な話で、先

ず下界の環境にl願応させることと、なるべ

く自生地の環境風土に近づけるための努力

たるや並大低ではない。近年私達の推して
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いる実生栽培の普及等により難物といわれ

るものでも着々と下界に順応できるように

なっていることは山草会の将来において喜

ひぜにたえないと思う。私も当初は随分と犠

牲を払ったつもりであるが、それもやむを

得ないと思っている。その犠牲はその原因

を追及しつつ後臼への成功への一段階とす

べく限りなく歩みその植物の欠点、を見出し

環境の差を管理しつつ歩みつづけている11'.

この環境の差でどうしても管理の難しいも

のは当地方の気候であろうO それはオホー

ツク沿岸地方のいわゆる冬期間の環境であ

るO 私が山草栽培を始めて15年余り、毎年

の積雪が平均して 20~ 30冊余り、或る年

によっては積雪 5c慨にも満たぬこともあり、

地下の凍結深度は深く、気温もマイナス20

-30度、秋が早く春が遅い、この時期に雪

のかぶっていない山幕に乾燥した北西の寒

乾風が、容赦なく吹きつける。常緑系の山

草類はひとたまりもないo 当地方では残念

ながら、アオツガ、ェゾツガなどのツガザ

クラ、イワハゼ、イワウメ、ジムカデ等の

常緑木本類や常緑性の山草などは葉がボロ

ボロ落ちてあわれ立木のような無残な姿と

なり時によっては回復も思わしくなくなる。

アオツガ、イワハゼ等々長年持ちこたえて

いる趣味家は皆無と云わざるを得なし、。そ

こで私なりにこれらの管理方として、外ム

ロを掘り、常緑のこれら植物や凍害乾風害

に耳目し、山草はこの中に11月から春おそく 5

月下旬まで入れて保護している仕末である。

5月下旬までと云えば笑うかもしれないが

春先の寒乾風害と蓮暑から守るためである。

庭植えのハグサンシャクナゲの葉が 6月上
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旬の遅霜で無残な枯葉となることもしばL

ばあるこの地である。

道内での積雪の多い地が羨やましい限り

であると同時に、東京方面での冬期の無積

雪、寒風害とは比較にならないほどオホー

ツタ吃肌に突き刺す寒風は植物に大きな被

害をあたえている。では問題の夏期は涼し

くて育て易し、かと云うと決してそうでもな

L 、。 7-8月は結構、 30度を超える日もあ

り、夏期の保護も必要である。

私も長年この道を歩み続けてきて鉢数

も300を超えるようになったが、最近丈夫

なものは小さなロックらしきものを{乍って

そこに植込んでいるが鉢物の管理が行き届

かなくなっている現在、隣に確保しである

土地に本格的なロックを作りたいと思うこ

の頃で、山草のロックガーデγ作りは一般

の庭とは違い矢張り山車趣味家のロッグを

参考にしたいと思っている。いずれ当会誌

創刊号に載っていた高野さんのロックを拝

眉し参考にしたし、と思っている。

ただ、俗に難物といわれるものの管理は

やはり鉢績で管理すべきだろうと思う。こ

の難物といわれるものに優品、稀品と云わ

れるものが多いように私なりに思う。では

優品や稀品の位置づけは私なりに考えてみ

ると、その姿や花の観賞価値の高さもさる

ことながら、実は育てることの難しさ、そ

して実生や株などの増殖の難しさからくる

憧れと賛辞からくるものでなかろうかと思

う。

当地方て私の育てた中から難物と思われ

るものに「チシマクモマグサJ rミヤマリ

ンドウJrタモイリンドウJrエゾオヤマ
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ノエソドウJIエゾコザクラJIイワキキ

ョウJIレプンアツモリJ木本では前記の

「アオノツガザクラJIイワウメJIジム

カデJ Iイワハゼj等々、これらも実生の

繰返しにより、当地の環境に順応できる偲

体を作りたいものと思っている。

最近「洋種山草」や「オホーツクの植物

jが見直されたというか、私も大いに取入

れたいものだと思っている。 Iオホーツク

の植物Jについては最近、道新発行の図書

で出ているが私の住むオホーツク沿岸を回

るといつも目にうつる植物ばかりで、あま

り気にもとめないでいたが、こうして図書

で見ると、わが家にも少しは取入れてもよ

い植物もあると見直している。

また洋電量山草といわれる外来LW草は、私

は 5-6年前から大いに関心をもち、大い

に取り寄せている。この中には、かつて日

本領土であり今は外国となった千島・樺太

等の植物もたくさんある。 Iホロトソウj

「トドシマゲγゲJIシュミットソウJI 

コダマソウJ IカタオカソウJ Iチシマタ

ネツケパナj等々、戦前より趣味家によっ

て持ち越されて来た貴重な植物だけに実生

増殖等によって仲間に伝えていきたいもの

と思っている。

また、最近急速に普及し始めたものに、

いわゆる洋種山草といわれる、外来山草類

も大いに目を向けたし、と思っている。

私は欲張りで、 3つの山草会に席を置い

ているが、公用で出張の折や、旅行の折な

ど、必らず会員名簿を持参して、なるべく

その地に赴いた折や通過した折など迷惑も

考えず会員宅を訪れ、拝見させていただく

ことにしている。何処のお宅をお伺いして

も、山幕を愛する方は、お人柄がよいよう

で、或るときは旅の宿泊先で早朝 6時過ぎ

にお伺いした事もあったが・・ u 皆山草を愛

し家庭を愛して友を愛する気持は変らず、

私は決して無心にお伺いした訳ではないの

に必らず帰りには山草のお土産をいただい

てくる仕末である。それぞれのお宅の庭先

を拝見させていただいているとその方の性

格、信条などがにじみでていて、何年も績

替など行わず鉢は雑草におおわれていても

何十年も育てた風格がにじみて‘てL、て思わ

ず頭の下がる思いがする事もあり、高価な

山草鉢を沢山並べて自慢話に華を咲かせる

方もいれば、駄物と呼ばれる物でも精魂傾

けて育てておられる方もおり、千差万別だ

が山草を愛する気持は皆変りはないと思う。

当会への入会は日も浅いので、これから

徐々に参考のためにお庭を拝見させていた

だきたいと思っているO そして拙ない私の

山草のコレグションも是非眺めていただき

たいと思っている。私は山草の友が老若男

女いづれの方でも訪れることを望んでいる

者で、近郊のお年寄りの方がよく訪れてく

れるが、実生株などご自由にお持ちいただ

く事にしている。

当会のメンバーを眺めてみて殆んど札幌

を中心にお住いの方が多く、私などオホー

ツクの悶舎に散在する者にとって、中々皆

さんとお逢いできる機会も少ないと思うが

高野さんの云われるように、個人個人の交

際の中から殺しみを増しつつ少数でも仲良

く相談し話し合っていかれるのが、会の将
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会の運営や本誌の編集委員の万は大変ご苦

労が多いことと思いますが、本会のために

よろしくお願いし、とりとめもない散文で

来のためによろしいのでしょう O 総会とか

展示会とか研究会とかも大きな会であれば

必要でしょうが、少数精鋭主義が結構と思

ご容放を… ..。いますo私は未だ新人で、浅学非才ですが

今後共よろしくお願いします。

出し、思の山恵

敏

3輪

尚

ピンクの花をし

国1平

足元の火山灰土に、

つけた草を見つけた。

函館市

ひょろひょろと 10センチほど立ち上り、

2つほどのさく果す3本ほど枝わかれし、

らつけている。

伺行の運転手Mもこれに興味を持ったら

しく、 「何だろうJなどと言うので、私も

し、し、かげんに「カワラナデγ コの親努初当な」

など無責任なことを言っていたが、 Mは、

っと手を伸ばし、これを抜いてしまった。

そしてついていたさく巣をもぎ捨ててしま

持ち帰りたかったのて、あろうo

私なら、さく果を大切に紙に包んだであ

ろう、何とももったし、ない事をしたもので

それは昭和 57年 10月上旬のことであっ

た。私は勤め先の客を案内して椴法華村所

在の事務所を見に行った。その日は晩秋の

薄ら陽の差す臼であった。

車で函館を 9時すぎに出発し、汐首仰の

灯台を見てから一路椴法華村に向ったが、

知岸内町に入ったところで、恵山の尻岸内

側の登山口に寄り道をすることにした。

この登山口は、恵山岬の裏側の函館寄り

にある、重荷主名所のつつじ公園の上にある。

そしてこちら側からは海岸伝いに椴法華村

っTこ0に通ずる道は無い。

この登山口にはゲートがあって、その脇

ある。いやこのJjが良いのかも知れなL、。

また来春は、この突が芽吹き、秋には可憐

な花を咲かすであろう O

家に帰り、図鑑なと。を調べたところ、あ

の花はピランジらしし、。しかいあの花は荒

涼たる駐車場の只中に忽然と咲いていた、

その根強さには頭が下る思いであるO

には可成りの面積の駐車場がある。ここに

車を停めて一服することにした。期待に反

し、ここからの景観は、海を見ても、山を

見ても平凡そのもので、やはり、山は登る

べきものて。ある。

あたりの景観は、すでに秋も深まり、黄

葉に満ち、咲いている花とて無い、がっか

りしてスナップ写真を撮ったりしていると、
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