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今冬の日本列島は異常寒波に見舞われ、

各地て雪と気温に関する観測記録を更新中

である。この原因は、第 1級の寒波に度々

見舞われた 2月に続き、 3月も冬型の気圧

配置が持続し、北極の寒気回が例年になく

長期間南下したからだそうで、ある。

特に低かったのは関東地方北部から東北

地方南部にかけての地域と、近畿地方北部

でいずれも平年を 3度以上も上回り、各地

で観測史上段低の気混を記録したO 観測史

上最高の計29日の降雪を記録した東京は、

3月の平均気温が 5.9度とでA年より 2.5度

も低く、 14年ぶりの寒さとのことである。

4月に入っても春らしい暖かい日が続か

ないために雪解けが進まず、道内各地で根

雪終日の最も遅い記録が書き換えられてい

るが、 10日現在の積雪状況は、倶知安が

155棚で平年より 88訓増、札幌 47側、

岩見沢 54冊、大滝村 140仰と平年より 47

cm以上の増と極めて多い。

このために、サクラ前線が超低速で津軽

海峡を渡り、道内各地の開花は平年より 5

日以上も遅れ、 5月のゴールデンウィーク

には花見が出来ないようである。 5月土句

の気温次第であるが、札幌管区気象台が発

表したサクラ開花予想は、函館と札幌で 5

月9臼、旭川lと帯広で 13日、室蘭で 14日

網走で15臼となっており、我が大滝村はこ

の後の20日頃となる。

このように春が足踏みをし、冬の後遺症
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有珠郡大滝村 大 宮 不二雄

に悩みながらも新緑に映える山々、陽光を

照り返して咲き乱れる花々を想い浮べなが

ら拙い文を書いている訳であるが、会員諸

兄にいささかなりとも参考に供すれば幸い

である。

標題の本文に入る前に、 4号から読まれ

る方のために用土説明をしたし、。

火山砂・."..当地を含め西胆振一帯から産

出する火ILJ砂で、形状は鹿沼土に類似する

が、硬質で保水性に富む。

得前砂 0 ・ー樽前山周辺の山野から産する

火山砂で、前記用土に類似したものと 2種

類ある中の、色は白っぽくて硬く重い方で

保水性にはやや欠けるが通気性に富むこと

と、凍結による粒子崩れがなし、。

腐葉粒土 υ 落葉樹林や笹簸、杉林の黒色

をした表土で、落葉や下草が完全に腐蝕し

粒土化したものを乾燥させたものO

腐木土・ 0・0 倒木が腐蝕し土質化したもの

で栄養分に富み、腐葉土の代用としても使

用出来る。

上記 4種は自民有い用土として説明を加え

た訳であるが、要は身近で容易に入手出来

る用土を利用し、工夫することである。

タツタソウ

タツタソウは、業の先端部分が少し凹ん

で昔の糸巻に似ているところから別名をイ

トマキソウといい、イカザソウと同じメギ
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科です。産地は朝鮮半島北部、中国東北部

(旧満州)で、自生地は低木の疎林の下草

として、春秋は良く陽光を浴び夏は雑草に

覆われて強光と強風から守られている所と

いうことです。和名は日露戦争当時、軍艦

竜田丸の乗組員が初めて日本に持ち帰った

事に由来すると L、ぅ O 他の l種が北米東部

に産し、全体がやや大型でジロハナタツタ

ソウと呼ばれている。

5月中旬頃から、 2つに折りたたまれた

紫紅色の若葉がまだ開ききらないうちに、

薬より高く抜き出た 1柄に淡紫色の l花を

開くが、大株になると次々と何本もの花茎

を立てて咲き続けるので見事である。

1 花の寿命は 3~4 日と短かL 、気がする

が、東京地方では 1日花だそうである。花

弁は 6~8 枚、望書は 4枚の l 茎 l 花で、葉

は花と同じに l茎 1葉が根生し、ハスの葉

形をしている。

早春の草花としては特に日本人好みの名

花とされ、 「洋種山草はどうもねえ・ υ 」

と洋種アレルギ一気味の山草栽倍家の庭や

棚で良く見られるのも、このタツタソウと

次項のパイカカラマツである。それほど両

種は魅力ある山草ということであろう。

栽培は、滞水を嫌うので排水良く作る事

で、火山砂4、樽前砂 3、腐葉粒土3の混

合用土を使用し、鉢も多数の根が伸びるこ

左を考慮して、やや大き目の深鉢を使用す

る。

植えつけ時期は、早春のまだ芽が動き出

す前か、秋の葉が枯れてから行う方が良''0

植えつけの際に注意したい事は、根を痛め

ないことで、 1度痛めると回復に長時聞か
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かるので、他の山草のように根を切り込む

ことは避けて下さし、。鉢から抜いた株は、

根の外側の土を落す程度にとどめ、大き目

の鉢にすえて、根と鉢の聞に前記用土を隙

聞なく補充する。

庭のある方は、地植えの方が鉢栽倍より

も早く株が太るので.元肥として油絵や堆

肥などを施し、水排けが良く、強風の当ら

ない明るい場所に植えると良L、。

花期が終る頃には、葉柄の方が花柄より

高くなり、ハスの業形の葉が完全に展開す

る頃には、早くに咲いた花は隠れるように

楕円形の果実をつけている。

種子は繁った葉の絵に隠れてしまうので

見逃し易く、自然散布やアリなどに運ばれ

て悔しい思いをする持もあるので、 6月末

から 7月にかけては絶えず種子の状態を確

認することが大切で、完熟すると斜めに絞

れて、中から褐色で艶のある綾子が lつず

つ、あるいはころっとまとまったまま散布

する。

実生は採り播きを原則とする。種子を乾

燥させると翌春の発芽は難かしく、更に 1

年を要する結果となる。この点、を考慮した

実生用土を使用することで、火山砂日、赤

玉土3、腐木土2の割合か、この割合のい

ずれかを水苔粉にかえても良L、。鉢は中深

~深鉢を使用する。蒔き方であるが、一般

山草は種子が見え隠れ程度か、種子厚の 2

~3倍を目安として覆土をするが、このタ

ツタソウには 1~ 1. 5cmの厚さに覆土した

方が良L、。種子量が少ない時は、ピンセッ

トで挿し込むかマッチ俸等で穴を開けて落

すと良い。播種した鉢は日陰に置き、雪に
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覆われるまでは乾燥させないように管理す

る。

発芽は 5月下旬頃から始まるが、本棄が

1 -2枚展開する頃から月に 1-2度水肥

を与えたり、マグアンプKなどの遅効性肥

料を置肥する。鉢置場は午前中の陽光が充

分に当り、午後からは木漏れ陽が当る程度

の所が良い。

秋までには本葉が 3-5枚となり、葉が

枯れてから根を痛めないように痢り上げ移

植する。霜柱に根を浮かされる地方は、翌

春に行う方が良い。植替え時期を逸した時

は、更に l年そのままで栽培した方が良く

生育中の移植は避けた方が良い。移植用土

この山草の良さは、紗細な草姿の中に、

可燐さと気品を備えた梅花形の:(Eを咲かせ

ることで、この花はタックソウのように短

命花ではなく、花茎が 5-6本あれば、 1

番花から最後の花が終るまで 1ヶ月ぐらい

は楽しむことが出来る。パイカカラマツに

は白花もあるが、性質はやや弱く種子の結

実度も惑いので、普通花ほどに普及してい

ないようである。

栽培は決っして難かしい横物ではなく、

l人でも多くの方が作り楽しんでいただき

たし、。用土は、水排け良くて水もちも良い

事と、肥好性であることを考え、火山砂4

樽前砂 2、腐葉粒土 2、腐木土 2の配合用

は、以後、開花まで植え替えをしないので 土とし、中深鉢~深鉢に塊根の大きさの 2

親鉢と問用土とする。開花は 3-4年目以 -3倍程度の深さに植え込む。

後となる。

Jτイカカラマツ

我国に産するカラマツソウの仲間の花は

線香花火状のものだが、北米原産のこの花

は、紅をおびた明るい淡紫色で梅花状に咲

く。

正確には、カラマツソウの仲間ではなく

学名をアネモネラ・タリクトロイデスとい

い、キ γポウゲ科パイカカラマツ属の l属

1種である。

地中には紡錘状の塊根があり、根生した

1茎に 2回 3出の粉自をおびた緑色の葉を

展開し、その上に葉脈から伸びた 1-3本

の花柄を立て、 l輪ずつの花を上向きに聞

く。花茎はか細l'、感じで折れ易く見えるが

少々の風では折れることがないほど性は硬

L 、。
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植えつけ、植え替え時期は春か秋に行う

が、私は専ら春に行うことにしている。そ

れも、芽が確認出来るようになってからで

その理由は、植え替え時に株分けを行うの

で、塊根から 1本ずつ紡錘状の恨を切り離

す際に 1-2本の芽を付けたいからで、ダ

リヤを作られたことのある方なら即座に理

解して戴けると思う。万一、作業中に芽を

欠いてしまったり、芽のついてない根を切

り離した場合でも、捨てることなく植えて

おくと発芽する。

鉢の置場所は、発芽から開花までは充分

に陽の当る所が良く、夏は涼しい半日陰に

置くo夏の強い直射光に長く当てたり、水

切れさせると葉が痛んで治らないので、こ

の点には充分に注意することである。

肥料は、用土中にマグア γプKを混入し

ておくか、油粕と骨粉を等量に混合したも

得

イ務
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のを置肥する。更に、月 1-2度程度は水

肥を与えて塊根の肥培を計る。肥料は相当

に好むので、他の山草よりは与えることで

す。

実生は採り播きが良い。果実は 1花茎上

に1-5粒っき、長楕円状で剣京がある。

7-8月に成熟するが、ここで注意したい

ことは、一般の山草のように熱しても黄変

せず、緑色を残すものが多いので見逃がし

易く、変色するのを待っていると自然散布

となり、せっかくの種子を失うことになる。

これを予防するには、愛しの彼女の元にせ

っせと足を運ぶことである。上向きに広げ

た手の指と指の聞に花柄を挟み、もう一方

の指の腹で曜く種子を撫でると、完熟した

ものだけが掌に落下するので、面倒でもこ

の方法を勧めたい。

持き方であるが、種子量が多い場合は別

として、少量の時は次の万法が良L、。先ず

4-5号の中深か深鉢を用意し、親鉢と同

用土を8分目まで入れ落着かせて置く。種

子は 3-4棚と割に大きいので、 I粒ずつ

ピンセットで挟み、約 lcmの深さに差し込

むようにして蒔く。蒔き終えたら、用土が

移動しないように注意しながら鉢底から水

が抜けるまで礎水し、乾燥させないように

日陰で管理する。

l鉢当りの種子数は、発芽から開花まで

植え替えをせずに管理するので、 5-7粒

くらいとし、適当な聞を空けて蒔くことで

ある。

発芽は翌年の 5月中旬頃からであるが、

陽当りの良い場所に出し、開業と同時に、

置肥や薄い水肥を10日に l度くらい与えて

肥培する。開花は 3-4年目の春となり、

株の込み具合を見て、秋か翌春に植え替え

をする。

パイカカラマツは、他の山草のように株

の分けつが擁んでなく、株分けでの増殖は

余り望めないので、実生栽培には特に力を

注いでいただきたし、。実生鉢は、親鉢とー

諸に積雪下で越冬させているが、凍結によ

る鉢割れが必配なので、鉢縁を地表と同じ

高さに埋めた方が良し、。

エゾトワカブト
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