
植物渉猟j とでも訳したほうが良いのか もしれない。

山草つれづれ記

。草友

山草を始めてから知人、友人が増えた。

現職時代は職場の雀友や、飲み友達ばかり

てい惑友ばかりがH立って多かったような気

がする。趣味を通じて知り合う事の意義は

大きく、全国津々裏々、老若男女、何より

も知識、階級を問わない点で、山平が好き

であればどなたとでもつき合えることであ

る。

和、は欲張りなのか当初本州の山草会にも

席を置いていた頃ちあり、今でも数人と交

友している。当時、主主んに交換等行ったが、

本州の高1[1植物とて、布~~寒のオホーツクの

凍室に耐えられずその半数は死んだ。現在

も残っているツツジ科植物の中に、各地産

のヒカゲツツジ、ムラサキツリガネツツジ、

ミヤマキリシマ、各地産のシャクナゲ等々

50種程ある。送られて来た当11寺実生苗でも、

15-20年も経てば幹の大さ 1-3 cmLl:どに

もなった。特に、山形、而白山系のアズマ

シャクナゲの15株は、その特刊の小葉、こ

んもりした樹姿、ましてや花色か1良紫紅で

開花時は見事の一言語に尽きる。

こちらから交換でお送した、エゾムラサ

キツツジは大阪の卒友が好きで、 3年に一

度は懇望してくる。北海道て棋は庭に放って

おいても育つ代物だが、本外!の暑さに耐え
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旭川市吉本 日月

られぬらしい。この大阪の大学教授には今

でも宅配料着払のみにて送り続け喜ばれて

いる。

また草友の一人に町内在住の内科開業医

ご夫妻がいる。専ら千入れは奥様中心で、

ご主人は眺め専門であるが、患者を扱い神

経を使い果たして帰宅し、庭のロソクや拐ij

に並<，;llJ草の主主にーHRの清涼剤を覚えるよ

うである。

普通、医者の邸宅など自由に出入りでき

かねるものだが、「こんにちは、 00の花が

咲きましたか・」と気軽に声をかけられる

幸せをかみしめている。

O いやがらせ電話

数年前のある日、私が勤めから帰宅する

と妻が血相かえて「あなた、今日へンな電

話ーがかかって来たのよ」と日をぱちくり、

そのいl容は、中年のR性の戸で「お宅のご

主人が00さんのおばあちゃんの宅へよく

出入りしているが、おばあちゃんが非常に

迷感して困っているので、あまり近付かな

いように忠告しておきますJ と早口に言っ

てカチャンと電話を切ったそうだ。声質や

その他に妻は見当がつかないと言うロその

おばあちゃん(といっても未だ60を少々過

ぎたばかりで未だ若い)は私の草友の一人
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で、いつもおつき合いしているので二人顔

を見合せ「あっ00さんの奥さんだJ と直

感した。妻は「あなた、あんまり深入りす

るんでないよ?J なんて疑いの目?でみるロ

早速おばあちゃん宅に電話をした。おばあ

ちゃんは「全くそんな電話など掛けるなん

て思ってもみない。いつもおf吐訴になって

いる古本さんに迷惑をかけているのではな

いかと思っていたところだった」とのこと。

現朝、fYlJのおばあちゃん宅に私は出向い

た。おばあちゃんは大変恐縮していた。電

話の主は、おばあちゃんの土地を畑作に貸

していた'是正と~-，J したトラフソレカずあってそ

の後絶交しているので、きっとその方の「い

やがらせ電話」ではないかと推測だが大方

判明したようだ。

とかく問舎はうるさい。隣近所人情があ

る反面他人の悪口も平気でIムう「趣味の分

野の親しい交際まで茶々をいれるのか".J 

私は憤慨したが「人の恋路(恋路ではない

幸福)を邪魔するやつは」の諺どおり「私

が至らず悪かったのでと」謝られたり、諭

されたりで、これからもおばあちゃんの家

業の茶道の茶花を求めてオホーツクの砂丘

や、件池山草炭や好きな花を)J<めて、これ

からも尚一層f中兵くしていこうと、北見ワ

インで乾杯した次第である。

O オホーツク

私の住むオホーツク沿岸は、冬は北のベ

ーリング海でh給水した流氷が押し寄せ、私

達はこれを「暗雲の氷J と誰からともなく

言われるようになった。この;kに閉ざされ

た約三ヶ月間は、漁船もー斉休業、毎日、
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氷点下20度を超える。肌につきさす凍てつ

く寒さ、暖房の灯油代は倍増し、水道管凍

結続出など被害甚大だ、。

この暗雲が少し晴れ間を見せているのが、

流氷にまつわる各種の催しである。流氷の

っとりランドや、流氷アイスランド共和国

や、砕氷船「ガリンコ号」による有料試乗

会など本州、i各地からも多くの観光客が押し

寄せ主主況のようである。

この氷漬けにされた暗雲のオホーツクも、

春になると砂丘は一変して「花の楽間」と

なる。この沿岸は北のメグ7原生花園から

雨の以久科!点生花園まで、←|を超える花岡

で樗まる。観光客や一般には、網走付近の

「浜小清水原生花園」が有名だが、貴重俗

物的には、北大の辻井達 教授が調査に来

られた。サ口 ?~i胡の「ワァカ龍宮街道141生

花園」や浜領別の「ベニヤ原生花関J、小向

の「コムケ1J1生花悶」には歩いて兄た感じ

では、本州!などでは2000米を超える山に自

生の高山柄物が多く自生している。

コムケ湖i砂日では海水浸入がj生んで、ガ

ンコウランの丘が侵食され、別の砂丘に移

し替えを行うとも聞く。

いつ'ilにしても、春になると、ヒオウギ

アヤメ、ヱゾスカシユリ、ハマナス、クロ

ユ l人ハクサンチドリ、チシマフウ口、ノ

ハナショウブ、エゾカンゾウ、エゾリンド

ウや、緯度の関係で、ガンコウラン、シラ

タマノキ、コケモモ、ツノレコケモモ、オオ

パスノキ、ウスノキ、タカネナナカ7 ド、

エゾイソツツジなどの高山捕物が、オホー

ツクのi兵の砂丘に降りて白生している姿を

本州の趣味家が見たら、きっと奇奥に感ず
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るであろう。

く〉 くるま(車)

私は46;設中ばで車の免許を取得した。車

社会の世の中で遅きに失したJ惑がある。今

思えば子供達の育ち感りの頃、一度も愛車

に乗せずじまいた‘った事を後悔もしている。

元来、花づくりや読書、音楽などホ静。

自(J趣味が多く、家でじっくりくつろぐ方が

良しと思っていたからである。

山草と本格的に取組むようになってから、

各地での山草炭、盆栽展、そして自生池で

の花の銃器宅等、列車やパスも通っていない

場所もあり、出向くにも足が告書い不自由を

指をくわえて我慢の述統だった頃を沼、いm
す。

隣りの自動車学校教頭のご主人の推めも

あって、遅まきながら挑戦したが、年令灼

な要素もあって随分背労して取得した思い

出がある。

以来十年余りの聞に車を五台も入替えて

乗り匝lした。休日は妻を伴って全選手守地の

山草会員のお宅訪問や、自然公岡、 JHl生花

園、景Jl寺地など、千í1~J也は殆ど見て回った。

今度は道内は飽きたので本外|へ Fカーフェ

リー」でh出持十けようと 4思っていたが、 j昆月織

後第二の「お!古屋さんJ のアノレバイトで、

現在F肢もす社もなく困り果てている。

金は掛かるが、あの時免許を取って置い

て本当によかったと今思うが、 IIJ草趣味が

なかったら、今でもノー・カーの時代が続

いていることを思って rUI草様々」とi菜く

頭を乗れているJlt.今である。
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O おとうと

花好きの時の影響か、物心ついた頃ーから

私は花が好きだったロ戦後サノ、リン(旧樺

太)から引揚後、間もなく頼りとする父を

失い、一家は路頒に迷ったが、気丈な母と

!iI)めに出ていた私とで弟妹三人の面倒をみ

てきた。

オホーツクi毎に而した紋別市の片岡合で、

雨漏れのする納尾同然のあばら家で引揚後

14年生活したが、あばら家の狭い敷地内に、

足の踏み場所がない程母が花をh買え育てて

いた。その花は購入したものは一つもなく、

母が農家に出稼ぎの帰り項戴したものや野

や111に咲く聖子草そのものであった。

その弟i圭二人も私l五]様ftj:の影響を受けて

同趣味をもっている。母は一昨年他界した

が、母の死後も r兄貴いるか目」といって

よく訪れる。私がサボテン・観葉植物・国

芸植物を経て、山草栽培を始めてから増殖

苗を分け守えるようになり、弟速も山草の

魅力にとりつかれたらしい。

当初は、鉢li1iの山野草を見て、「兄貴、な

あんだ、これオホーツクの砂丘に沢山生え

ているじゃないか…」と馬鹿にしたものだ

ったカィ.

昨今では毎春きまって増殖株をおねだり

に訪れる。r去年ゃったばかりじゃないか・」

と云うと、頭をかきかき「いやあ、枯らし

てしまって…」と、二人共教戦にある身ゆ

え異動がì~t しく、初、のように管J1flが思うま

まにならぬのではと私なりに解釈している。

それでも兄貴振って、栽培法や管環がどう

だのと問苦を言う。

その弟達は私を「厳しい日うるさい兄貴
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だが、花に接しているl侍の兄の姿は、亡き

母と1，，1じく、孫の顔をみている時のように

柔和な顔になる…」という。

うるさい、やかましい、北海道の方言だ

が昭和ーけた生まれと、父fi;リとなった私

の過ごして来た人生をふと振返って、普段

でも柔和な顔で弟j主にも接したいと思うこ

の頃である。

o 1"平会

初、は欲張りなのだろうか。里見夜二つの111

草会に席を置いている。

山草を始めた当初jから本州の東京山草会

や日本ロックガーデン協会に入会し、荒川

-Ril氏や、森和男氏らに教えを受けたもの

で、ある。

和、が特に外国種山草に魅力をもっている

のは、これらの山草会で、外向穂積子を求

めて'J::1-:を試みた結果に外ならない。

当初は参考となるi平穏山草書は皆無とい

っていい程で、種 fを取寄せては、手探り

の状態で捕手車、三害11方生えればよい方で、

成株に育って開花をみて篤いたり、またま

た難物や非耐寒性のものなど数多く、生で

教わった。

私の持論である「草には正確な学名を」

は今でも実行しているが、浅学で横文字に

弱かった私とて、当初jラベノレーつ付けるに

しても高校牛aた‘った子供達に横文字を随分

教わったものだ。

現在二つの1I1草会に所属しているが、共

通していえることは、役員(特に事務局や

種子部)の方のご労苦は察するに余りあるロ

好きな趣味の会ではありながら会の運営
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はUeかがやって戴くしかない。そのまとめ

役の人達は、皆ボランティア精神を発探し

て、ご自分の職業のかたわら奉仕している

のである。

交替制とか、役員子当を出すとか、いろ

いろと考えられるが、それなりの識見者と

会の所在地に近い方々にご苦労を願ってい

る訳である。誰でもという訳にはいかない。

私のもう つ会(北海道1I1草趣味の会~

所在地旭川1)の柄例の新年交流会に、数年

商i初めて出席した折、終始和やかに111半よ

もやま話で歓談に終始していたが、最後に

なって、当山草会の重鎮、事務局やi渉外等

一子に受持つ村田愁治氏が、突然「職場が

変わって通勤時間が長くなり、とことん暇

が無くなったのでこの際役員を辞退したいJ

との申mがあり、席上一瞬静紋がみなさっ

た。十号異口同音 r村田さんに辞められては、

後継者など代れる人材はいない。特に渉外、

見識、そして、この山平会をこの様な大規

模な立派な会に長〈育てて来た草分け的存

夜の村田さんが辞められては」と。私も「ど

のような会でも少額なりとも役員手当をm
している。会費をf尻土げしてでも手当の支

給方と、会員の方々は役員の方々の労苦に

報いるためにも、協力を惜しみなくしよう J

と提案したが、時ij段の役員子当は会の趣旨

にそぐわないとの事で否決され、事務担当

者向志の強いttl，}J、事務機械の購入等によ

る事務の簡素化や、一般会員の協力方につ

いては会費の完納、種子の提供、会誌の充

実のための以稿の提出、各穏1I1草展や見学

会などへの参加などなどで村同さんに渋々

継続していただいた経緯がある。
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当北方ILJ草会も同様で高野英二氏始め委 数精鋭主義で、会員の協)j方を惜しみなく、

員の方のご苦労はひとしおであろうと思う まとまった会として今後主主々発展していく

が、創立話故阿保精一氏のヰ;を受継ぎ、小 ょう祈るのみである。

実生への誘 い (VH)

年明け以米、記録的な暖冬が続いている

道内は、 2月に入っても、ド年並の;撃さに戻

るどころか、冬型の気圧配置を忘れたかの

ように、観測開始以米の最少降雪量を記録

中である。

札幌の 1月における、ド均気温は氷点ド2.0

皮で、明治10年(1877年)の観測開始以来

3番Hとなり、 2月に入っても、 15日現在

で平年以下になったのは 1tIのみで、あと

は平年を大きく上回っている。

室蘭地方も、気象台発表によると 2月に

入ってから13日までに平均気温が平年をド

回ったのは、わずか 2tIで、最高気i昆が零

度以下の真冬日も 3日しかない奥常暖冬よ

りでーある。

大滝村も 1月の真冬日が12日、 2月は15

日までに 3nしかなく、 15日午後 I時30分

には、最高気温が 5度と今月の最高を記録

した。積雪量も約40-50cmと例年の半分以

下である o

R暖是冬の影響は当然流氷のJ緩妻刻j伴宇にも及ぴ、

2月に入つてもオホ一ツクi海毎尉i沿白ωf岸宇各地でCi流五

氷初日」が全〈観測されないという観i測11印則l引刊IJ史

上初の事態となつている。流氷初日の平年

値は、紋月IJが 1月18日、網走が同19日など
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有珠郡大滝村 大宮不二雄

となっているが、今年は衿池とも10-15日

の遅れにはなるとのこと。

一方、海の向こうの米アラスカリI-j一帯は

2週間以上にわたり大寒波に見舞われてお

り、各地で氷点ド50-60度の極寒が続いて

いるとの事である。

北海道新聞(1989.2.1)の記事を引用す

ると「フェアパンクス西方のガレナ宅軍基

地近くは先週末、非公式ながら氷点下67度

を記録した。これは1971年に同州プロスベ

クトクリークで記録した氷点下62皮の米公

式低i且記録およびカナダ・ユーコンj佐川で

47年に観測された氷点下63度の北米大陸公

式低温記録の双方を破るもの。

このため、 28の田lで食料、燃料不足、停

電、水道および暖房用燃料の凍結など深刻

な問題が発生、カウパ一知事は非常事態を

宣言した。経済活動が半ばストップし、給

料が入らないことから、市民は現金の持ち

合わせがなくなり、買い物にも不自由して

いる。エンジンが途中で止まればそのまま

凍死の恐れが大きく、市民は車の使用も拾

えている。予報では、大寒波は当分続く見

i且し叫

一体、今冬の地球はどうなったのであろ
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