
一粒の種

会誌「北方山草」第 20号(特集)発行によせて

はじめに

北方山草会は阿保精一氏によって

1980 (11日和 55)年発足し、その年の 6月会

誌『北方山草， :lilJllJ号が発刊されました。

あれから 22年たち第 20号(特集)が発

行きれるということは、誠に感無量のもの

があります。

思えば新しい理想、の山草会をつくりたい

という阿保さんの夢が、その時一粒の種と

なって阿保さんの胸の中に落ちました。以

来身近な草友達と熱い思いを語り重ね、し

だいに種はふくらんで、ついに地上で芽を

出しました。

この1fーこそが「北jj山草会J でした。根

はしだいにのびていきます。根は会貝であ

り、花や実は会誌になるのです。

年を重ねるごとに会貝も少しずつ地え、

根もしっかりしてきました。会誌も年毎に

充実し、素朴ながらその年こと精いっぱい

の花を咲かせてくれ、毎号ごとに新鮮な喜

びで胸を熱くしてきました。 t付難もありま

した。しかし今日まで続けてこられました

のも、会員のブiがた、購読して下さった方

がた、草友やその他多くの方がたに支えら

れ、ルuJまされてきた幸に深〈感謝せずには

いられま守ぜん。

この機会をかりて|吋保精一氏と北方山草

会誕生にまつわる思い出や、これまでの歩

みなどふり返ってみたいと思います。
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ご存知のように当時を知る人もしだいに

少くなり、また、記憶も正確きを欠くこと

もあるかもしれません。そこで夫の傍で見

聞きしたこと、また故人のご家族にお聞き

した話、本や文献などから、私なりに書き

とどめてみたいと思います。

特に創刊号から第 3号までは発行部数も

少〈入手が困難だったjjのために一昔1¥転載

させて頂きました。

阿保精一氏のフーロフイJレ

|阿保精一氏(あぼせいいち)氏は 1911(明

治 44)年 1月 15日弘前市で父省三・母ヤエ

の長男 Eして生れた。青森県立弘前工業建

築科(現県立弘前工業高校)不業・札幌鉄

道局勤務。 1939(昭和 14)年満鉄佳木斯(チ

ヤムス)工務区勤務。 1946(昭和 21)年札

幌に引揚げ、後寸寸草で阿保工務!占をま主ち上

げる。(夫高野はi荷鉄佳木j折で出合った。)

その後地元で古い膝史をもっ小惇山草会

に入会、山や野にl咲く花たちと出合い、山

野草を育てる喜びを知り、あの戦争による

深い傷も花によって古まされたということで

した。以下は阿保きんの文からです。

「……山草を楽しんでみると、それは将来

に無限の可能性を秘めていることに気がつ

くのである。……試みようとする意志さえ

あれば、新しい介里子が自ら拓けてゆく。常

に前向の姿勢で明日に期待し、夢を現実の



一

然の悲報がとどいたのです。阿保さん急逝

の知らせでした。私達家族や会員の皆きん

の驚きと哀しみは、はかりしれないもので

ものに変えてゆくことが出来るのである。

明日に希望を持つということは、今の我々

にとって最も必要なことではないかと思っ

した。

前年暮から体調を崩しておられたとのこ
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とでした。亡くなるまで送られてくる会誌

第3号の原稿を毎日楽Lみにしておられた

そうです。

葬儀の後集まった会員で、会の今後につ

いて話合いをしましたが、結果はとりあえ

ている0 ・・ 」

阿保さんはその後小樽山草会の会長にな

られL、そこで学んだ多くの経験の中から、

北方山草会の構煙、などが芽ばえ育ったもの

と思います。

新しい山〕県会に対する阿保きんの考えの

根源l土、会則第 2条「本会は自然保護を肝

ず第 3号を発行することになり、遺族の方

の力ぞえなどもあり発刊できたのです。

た会の存続についても阿保氏の無念きを思

い、何とか今後もつづけていきたいと願っ

ま

に銘じて """J に示きれていることと、北

方圏の植物に対する深い思いを感じられま

した。まず樺太(現サハリン)から分布や

つながりなどを知りたいと、阿保きんの書

ていました。

二代目代表には日頃身近で編集などを手

f云っていたことなどから高野が引受けるこ

とになりました。当時はまだかけだしなの

で心配でしたが、会誌発行の費用不足につ

いては委員三人で負担することになり、あ

わただしい再出発となりました。継続には

寄付による支えもあったのです。

同じ年の 5月2日には思いもかけない坂

本直行氏の逝去でした。

槻には樺太の植物に関する本が集められて

いたのが思い出されます。

また、菅原勝雄氏は阿保氏への追悼文の

中にじー北海道の植物研究に移りたいの

で、紋別周辺の植物について取まとめを

とあり、北海道の植物分布への取組

みも考えておられたことがわかります。

また会誌に対しては特別の思い入れが

あったようてい、花の香りまで感じるような

カラー写真をのせた手作りの会誌を夢み

-・・」

1989 (平成元)年 4月6Uには顧問の原

秀雄先生も亡くなられたのです。原先生に

ついては北海道山草会で先生のご指導をう

て、そのような会誌のためなら、勿論多少

の費用の持出しは当然という思いで、すば

らしい会誌づくりを白指しておられまし

けられたことのある津田慶子きんにくわし

く書いていただきました。

さらにもう一つ忘れられないこと。

た。

創刊号のグラビアを飾った樺太の高山植

物トドシ7 ゲンゲなどのカラー印刷したも それ

は豊田秀夫先生が 1992(平成 4)年9月初

日に亡くなられたことでした。 60歳という

若きでまだまだこれからという持です。

本の椋物学界においても大きな衝撃であっ

U 
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のを力ラー写真として用い、

を感じさせるものでした。

その後3年目になり、やっと軌道に乗っ

たかに見えた 1982(昭和 57)年2月2日突

その意気込み



写真 1. 昭和 47年
精 操夫妻

'4真 3_ n~和 48 年目月 多分大雪沼の!民的調査

中のものと思われる 盟国秀夫先生 (野坂
志朗氏抗供)
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写真 5.昭和 33年 6月広尾日

坂本直行 ツル夫妻
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写真2 昭和 111J年富良野f去 に て 阿 保 粕 氏

¥ 

1¥ 

写真4_ }血秀雄先生 (湾問慶子き
ん提供)

写真 6. 昭和 50年頃坂本直行氏



たと思います。特に私達山草会では顧問と

して創立当時からこ指導をいただき、阿保

会長急逝の時には当時信州大学におられた

先生からお電話があり、「北方山草会を解散

させることは、阿保会長を悲しませること

になる o 大変であろうが私も穂高の地から

一生懸命応援するから頑張ってほしい

…」との激励の言葉をいただき、これが

大きな力となって存続が決ったと思いま

す。

阿保きん亡きあとも会誌のグラビア写真

には心して生写真を貼りつつけました。第

8、9、10号には田中敏明氏による山野草

の王寺作スケッチで見聞きを飾り、正に日本

に唯一一冊しかない手づくりの会誌がで

き、大変喜ばれたものでした。 1枚 1枚会

誌に貼る手間もさることながら、 I中I来上っ

た時の喜びは、何物にも変えがたいもので

した。

次第に発行部数も増え、力ラー印刷の技

術も向上し、何より価格が安くなり助かり

ました。第 11号からは梅沢俊氏の写真を掲

載させていただくようになり、現在のよう

なすばらしいクラビア頁の会誌になりまし

た。阿保きんの夢もしだいに叶えられてき

ている思いです。

もう つ阿保さんの考えの中に趣味とし

て山草栽培をたのLむ方たちに、栽培の知

識を伝えたいと切望しておられました。

このことも現在会員の中にナーセリーの

丹征日目きんと典子夫人がおられるので、年

一回のILJ草栽培講習会をとおしまた伺人

的にも折りにふれ小別沢のアノレム圃場を訪

れては栽培上の問題点を柁談し、ご指導を

北方山草 20 (2003) 

i頁いています。またそこでは世界の山野草

の花々にも出合えるたのしい癒しの場にも

なっていることは幸なことて、す。

坂本直行氏の横顔

会誌吋七万111草』を語るには、先づ表紙

絵と題字を書いて下さり、顧問も引受けて

頂いた坂本直行氏との出合いから話さねば

なりません。

1967 (昭和 42)年 9月私達家族5人が、

蝶の棲む里を求めて発寒から手稲山の山麓

西聖子に転居した時は、一面の野原の中に既

に5軒の住宅が建っていました。

その 番近くの角家には、休日になると

よく早朝から登山姿の老若男女が集ってい

て、ここから近い平和の滝のそばに「予稲

山登山入口J があるのを知りました。

またその家には時おり黒塗りの立派な自

家用車が止っていました。

しばらくたってからそこの家の奥きんと

のおつき合いカサ古まり、奥さんは秀岳荘社

長(金井五郎氏)の娘さんだとわかりまし

た。金井さんが車でお孫きん達をたずねて

来訪されていたこともわかりました。

夫の職場にその頃熱心な登山グループが

あって、そこの一人から秀岳荘の PR誌、「山

の素描」をみせてもらい、大へんすばらし

い内容で、毎号たのしみに愛読していまし

た。

その後夫は娘さんのご紹介で金井きんに

お会いすることが出来ました。その PR誌

のこともあり、たちまち親しいおつきあい

が始まりました。「山の素描Jにも書いてあ

りましたが、秀岳荘という名も、rwの素描J

-189ー



の題名も直行(ちょっこう)きんにお願い

してつけていただいたんだよと金井きんが

話され、お二人は古くからの親しい聞がら

であることも知りました。

阿保氏が新しい山草会を創立するH寺、表

紙絵や顧問を迷わずぜひ坂本直行氏にお願

いしたいと、早速金升ーさんに紹介をしてい

ただき、阿保さんと夫はお願いに侭い、快

くお引受け下きったH与のことは、夫が会誌

第3号に「坂本直行先生を偲ぶ」の追悼文

の中に書いてあり、抜粋することにしまし

た。

…・来訪の目的をお話して前述の件をお

願いするとDn座に心よく引受けてくださ

り、ほっと安堵の胸をなぜおろしたこと

を覚えている。先生は、山野草がことの

ほかお好きで、十勝閏広尾町下野塚で開

拓生活をされていた墳の、厳しい自然の

なかから、美しく咲くいろいろの里子の花

について、時間のたつのを忘れるほと楽

しくお話しをしてくださった。そしてし

まいには、二階から先生秘蔵の数冊のス

ケッチブックを持ってこられて見せてく

fゴさった。フクジュソウ、フキノトウ、

ミズバショウ、など春一番に咲く花から、

秋の終わりに至るまでの山里子草の姿を、

一枚、一枚、丹念に商かれ、それぞれの

植物の特徴が見る人の胸に力強くせまっ

てくるものカミあった。

帰って米た夫は、お話の中で、自然の崩

壊の進んでいることを深〈憂い、悲しんで

おられたと話していたことが思い出されま

す。

坂本直行(さかもとなおゆき)氏は

1906 (明治 39)年父弥太郎・母直志の次男

として釧路市で生れた。 1927(昭和 2)年

北大農学部実科卒業。在学中から山岳部員

で活躍。 1929(昭和 4)年まで東京間閑調

布で園芸に従事。翌年 10月十勝国広尾町に

帰る。 1936(昭和11)年下野塚の以野で開

拓生活をはじめる。 1966(J昭和 41)年札幌

に移る。山岳幽に専念、各地で個展を開く。

1974 (昭和 49)年北海道文化賞受賞。著書

「開拓の記J r山・原型y• 牧場J 他多数。

一一表紙絵について 坂本氏から何を

書こうかと聞かれ、創刊号には阿保さんが

明寺ノぐナシャクナゲ。を第 2j~-ーには、エゾコ

ザクラグをと'Jとがおねがいして、描いてく

ださったのです。第 3号のときはもう坂本

氏は亡くなっておられ、あわててもう一度

ホキノ¥ナシャクナゲ。を用いました。第 4号

から第 6号までは坂本氏の伺展の折り購入

しであった主主を用いました。しかしいよい

よ図った時、夫はツlレ夫人に相談に伺った

のですが、手許に大切にされていたスケ y

チブックの中から何枚かi翠ばせていただ

き、快〈提供してドきいました。

このご協力のおかげで第 7号から現在迄

統いているわけで、お礼も坂本氏がおっ

しゃって下さった通り、出来 kった会誌を

お屑けすることで今も尚大へん喜んで頂け

ることを、いつも深〈感謝しているしだい

です。

この会誌ははじめから植物への関心以外

に直行(ちょっこう)さんへの魅力で求め

て下さるみーもあるともきいております。ま

たこの会誌は絵と題字の絶妙のlIlt格が心lこ

伝わり、この会誌のもっているいのちが見
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る人の胸にったわってくるように思うので

す。

この原稿を書くにあたり、西区自の沢に

住むツル夫人をお訪ねし、お話をうかがう

ことができました。その折り、写真もたく

さん見せて卜きり、その中から 2枚提供し

て]頁くことができました。

その一枚はまだお若い頃の開拓生活時代

のもので、厳しい酪農作業の合間に問季

折々の原野にi咲く花々 や、 H高の山なみを

姉きつつ'It、その Hのスケッチと、おみや

げの野の花を子に帰ったI専のツーショット

と思われます。もう一枚はスケ yチきれて

いる晩年の当'王Lを選ばして頂きました。

この度直行きんの著書をじっくりと読む

機会を得て私は多くの感動をあたえられ、

その中に直行さんの絵の魅力の根底に流れ

ている何かを見つけたように思います。

それは「原野から見た山」 斜里告の旅

の中に書かれてあった。直行さんは斜

里昔登111口近くで開拓農家のひとり住いの

おじさんと知り合い、その家の裏でスケッ

チを始めると、そのおじきんは時々絵をの

ぞきに来て、「早いもんでねえか、うまく描

くな、どこでおぼえたんだ百姓のくせにJ

F生れた時からだ。神様に習ったんだ」……

と答えている。絵からうける素直きや謙虚

さの生れるもとがここにもあるように思い

ました。この本からもうーか所最後の文で、

「もう一つの幸福、それはたくさんのスケッ

チを、もう十日間も家てv待っている妻に見

せてやることであった。それともう一つは、
はんごう

飯倉につめられた美しく熟したパ一ミリオ

ンのナナカマドの土産であった。私は山を
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駈けおりたように、家へ急いで帰る必要を

感じた。」

私はここを読み終えた時、感謝jで胸が熱

くなりました。そこには、スケッチ方長干すの

問、一人で背任農の作業をこなしながら夫の

旅を理解し、絵の成果を楽しみに待ってい

るツノレ夫人への思いやりカ十8み出ていたの

です。

その I枚 I枚の絵にはツ/レ夫人への思い

が込められている様に感じられ、ツノレ夫人

は直行さんの絵の最も良き理解者であり、

大のファンであったと思うのです。

直行さんの絵には、我々が自然からうけ

る気品や、気高きの中からi勇き出る生命力、

自然愛から生まれた美しさと暖かさがある

と思います。

今号も会誌、の表紙絵に使用させていただ

くことを誇りに思い感謝いたします。

山草に人生を捧げた原秀雄氏

「今回阿保会長さんから色々な貴重な写

真をよせられ、その記文をということなの

で少々気が重いようなことになったが、何

とかi曹ぎ出して見ることにした次第Jo

との書き出してい、本会顧問原秀雄氏の文

が始まっています。北方山草第 2号のグラ

ビア写真4枚(コジ7 エンレイソウ、ヤエ

チングノレ7、ユキワリコザクラ(八重)、フ

ギレスミレ)のくわしい解説でした。

北海道大学助教授、原秀雄先生といえば

昭和 40年一60年頃の山草ブームにのって

道内の山草愛好者や凶芸にたずさわる人び

との間では知らない人はいないといえるほ

ど身近な存在でした。



原先生は明治 30年 1月6日生。 27歳の

H寺に東京の種市会社をやめられ、新しい勤

務地の北海道大学付属植物閑にこられまし

た。以来、実に半世紀以上にわたって、自

然環境、 111草保護育生に人生のすべてを捧

げてこられました。その間:jEを愛する多く

の人達が、どれほど先生から知識を伝授さ

れたか、今更のように思い返さずにはいら

れません。道内にある山草会の会誌、はもち

ろん、高11]植物の写真集の解説、 LII草の生

態の解説、培養などあげればかぎりありま

せん。

むかし NHKテレビの園芸番組の解説

もなされ、当時の道民にはなじみの顔でも

ありました。こ存知の方も多いでしょうが、

体格はノj、柄で、きゃしゃで、昔の東京人ら

しくあかぬけして、知的な紳士という感じ

でした。体形からはとてもはげしい山登り

の男とはほど遠い感じがしました。でもご

本人は「私は山主主りに行っても、足早いん

ですよ」などと話され、植物i邸時代は、栃

内古彦教授、石間文三郎教授のもとでいつ

も、樽前1I1、夕張昔、日高一情、天塩山脈

など許可を取り植物採集のため登っていた

ということです。昭和の始め頃でも 1I1には

監視員がいたそうです。山の話iとなれば、

まるで少年のように目を輝かせ、しかも

ユーモアがあって楽しく笑わせながら聞か

せてくれました。昭和の始め頃の山登りは

ね、服はこうだった、持ち物はこんな物、

山に着いて泊まる時はこんなことをしたと

か……。なおも聞けば、当時はリュックな

人は風呂敷を持って行き、こんなかっこう

に背負ってね……アハハハ・・と大笑いし

ながら実演してくれました。無い物は

リュックばかりでなく、干化もテントもなに

も無かった。もちろん交通だって不便なも

のでどこにifくにも歩きました。 1I1に行〈

のはつらかったけど、楽しかった。と夢の

ような話をしてくれました。(くわしい話は

機会を見てぜひ書き残したいと思ってま

す。)

昭和 58年頃先生は奥線を亡くされ一人

暮しをされていました。昭和 59年札幌から
おい

引き揚げ甥のいらっしゃる東京に行かれる

ことになりました。手伝いに行きましたが、

先生の家は木造の古い家で、 jムいお庭には

樹木が繁っておりました。家に入ると家中

本だらけ、一人暮しになってからは布団を

敷く場だけあればいいんですよと笑ってお

られました。見れば宰ーの山方は全部本棚で、

それでもはいらない本は室の隅に積んでま

した。学者の家とはこういうものなのか

…とつくっく感心してしまいました。「本

は全部東京に送ります。大変です。」と笑わ

れました。

本と共に札幌をさられる先生の背に、淋

しさと人生の重みをしみじみと感じ、胸を

ねたれました。

東京に行かれてから、たびたびお便りを

いただきました。先生かでくなられた平成

Je年 4月6日、 92歳という知らせは後日甥

の方から送られてきました。(津田慶子)

んか珍しくて、植物園にも一つしか無かっ 三人展の思い出

た。ホ直ヰ均|重!の職員も一緒だけれど、あとの 10年ほど前、下記のような北方1I1草会主
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催の三人民が開催されました。

北方にl咲く山野草

三人展

会員の皆さんは趣味をとおして、北

方1こl咲く花をテーマlこして、それぞれ

の分野において研鎖を積んでおられま

すが、この度その作品を集めて三人展

を開くことになりました。

開催期間 '92 年 3 月 27 日 ~4 月 2 日

場 所:パ/レコパレードギャラリー

出品者及び内容 協賛出品者

0古野博吉(脂業) oj曽im法之(スケッチ)

o田中敏明(スケッチ)0丹 征自白(写真)

C佐藤捷彦(写真)

主催:北方山草会高野英二

この催しは吉野博吉さんの提案で実現し

たもので、特に同氏の股葉は厳に咲くJlI野

草の可憐な花々を、電話帳を使って押し花

をつくり、その花々をデザインして仕上げ

たをIiで、多いときには 100手重をこえる花の

おりなす独特の美しさに感動してしまいま

した。

その時書いて頂いた、感惣、文の中からい

くつかご紹介します。

O野の花のやきしさがよくあらわされた媛

かい「三人展」だったと私は感じました。

Oすばらしいスケッチや写真作品ばかりで

す。自然のすばらしさを大切にしなけれ

lまと 1Fß1~った。

O また是非このような展覧会をして下さ

い。たのしみにしています。

会にとってはじめての大きな行事で、北

北方山草 20(2003) 

海道新聞で記事も出して干さり、場所もよ

かったのか延べ 600人程の方々が訪れて下

さり、この機会に入会された方もありまし

た。

会貝も交替でお手伝いしたことも、楽し

い思い出となっています。

おわりに

豊国秀夫先生は山草会に対して次のよう

に期待しておられました。

「外国の歴史ある山草会が、種の保存が附

難な植物の栽培方法の研究・植物の分布等、

学問の分野への貢献に尽くしてきたよう

に、日本の山草会も育ってほしい。J

新しい山草会のあり方を模索する歩みの

中で、このようなご指導も大切にしながら

育っていると思います。

1998 (平成 10)年 3月にはじまった、高

山植物議掘防止ネットワーク活動に北方山

草会も参加。そこでは山草会からの発言も

出来て、この問題に取組むことで少しでも

お役に立てばと努力してきました。そのお

りに山草会に対する誤解があることを知

り、さらに理解を深めてもらうために、関

係者に会誌「北方山草』を配布しました。

読んでもらった『北方山草』の自然保護へ

のあり方は大きかったと思います。

さらにこのとき北海道の山草会は全日本

山草会連絡会北海道協議会を建ち上げ(現

在 4山市会)その課題のーっとなっていた

， JlI野草繁殖テクニカルノー↑」が今年(平

成 14年)出版きれました。この本は…般の

山野草愛好家のためにも、これまでに先輩

達が研究・修得した知識や技術を広め、イ云
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えたいという願いがあるのです。

自然から受ける思いは人それぞれ異なる

ものがある中で、この命あふれるかけがえ

のない地球を、子や孫に、いきいきとした

元気な姿て1宣したいという思いは持同じに

遠いありません。

この会誌、『北方山草』をとおして、自然

から受けた喜びを話り、また内分のフィー

ノレドを持ち、壊されそうなl時は皆で協力し

て取組み、創立者のことばにもあるように、
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希望を失わず、たのしい交流の場として存

続してほしいと願っています。

最後に、この原稿のために体調の惑い阿

保夫人やご子息及び坂本夫人の皆様にご協

力をいただき心から街lネL申しあ17"ます。

またこの度の原稿を書くにあたり、大宮

不二雄氏から助言をいただき、 i畢回慶子さ

んには、原秀雄氏について原稿をおよせ下

さり、原稿の取りまとめなどのご指導もい

ただき、深〈感謝しております。


