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宇内蛍観賞  

66月１日夜、宇内に出かけてみるとその
とおりだった。昨年は数えきれないほ
ど飛んでいたのが今年は数がしっかり
確認できる程度でしかない。単に気温
のせいか？　あるいは加速する環境変
化のせいか？ともあれ蛍には住みにく
い世の中になりつつある。  

　蛍の飛ぶ季節になった。
しかし、「矢掛蛍を守る
会」の川上さんによれば、
今年は３月末から４月にか
けての幼虫が川から上陸す
る時期の気温が低く、羽化
数は少ないだろうとのこと
だった。  



　それでもほの黄色い光
が明滅しながら宙を飛ぶ
様子は「不思議」そのも
のだ。  
　ぼくら人類をも生んだ
自然と言う存在の凄さを
思いながらしばらく見と
れてしまう。  



６月33日　省ちゃんは演歌が好きだ。
最近は昨年デビューして紅白にも
出た福田こうへいの南部蝉時雨が
気に入�っている。  
　そのテープをホームセンターの
ナフコに頼んで取り寄せてもらっ
た。ようやく手に入�ったがそうな
るとカセットデッキが必要だ。納
屋に放ってあったのを引っ張り出
して電池を入�れてみた。  
　すると全く問題なく良い音が出
る。これはいいと畑に行く時に
持っていった。  

　ところがテープは歌とカラオ  
ケ伴奏だけでじきに終ってしま  
う。そのたんびに畑仕事を中止  
してカセットデッキのところま  
で戻り、テープをかけ直さなく  
てはならない。幾度かそうする  
内に面倒になった。  
　で、今は家で時々聞くことに  
しているがなかなかいい。  

あれをご覧よ　真っ赤な夕陽  
落ちて行くのにまだ燃えている  
とがって生きろ　丸くはなるな  
胸に聞こえる　蝉しぐれ  

　8822歳、まだまだ元気だ。  



６月55日  
　飼料用の稲を作る水
田にはもう水が張られ
た。  
　その真ん中の車道は
遠くから見るとまるで
天橋立。車が水の中を
走っているようだ。  



66..1100　キキョウ  

66..33  ゴデチア  

６月の花	



6.10	

キョウガノコ  

トラノオ  



6.14	

6.22	  



6.27	  

6.24	  

6.27	

6.30	  アーティチョーク  



6.29	  



66..1144    カボチャは放っておいてもどんどん実が成ると聞いて
いた。それで昨年は正に放っておいた。ところが４畳半分く
らいの地面を占拠しながらまともな実は３個しか採れなかっ
た。「受粉を確実にするために人工授粉が必要」と言う解説
をあとから聞いた。そんなことは一切していなかった。この
ため今年は早朝、雌花（花の下に小さな子房がついている）
が咲いているのを見つけるとそばの雄花を持ってきて花をむ
しり、めしべの先端に花粉を付ける作業をしてみた。  

　これがなかなか楽しい。いささか不埒な興がのってお
しべとめしべが直接接触するようなポーズで撮影してみ
る。するとそれは正に黄金交接とでも言える神々しい姿
に。めしべの先端が分厚い肉感的な唇のようにも見えて
悩ましくさえある。ああ万事森羅万象は同じことをして  
いるのかと朝の畑で感動しきりだった。  
　こうした努力が実を結び今年のカボチャは無事1100個と
まずまずの成績を残すことができた。  
　まだやわらかい頃に収穫し、ミキサーで砕いて、牛乳
で煮込んだスープは新鮮で素晴らしい味だった。	

６月の菜園  



　近所の先輩の畑では実にしっかり成長している。そ
こで極意を聞く。苗を植える前に穴を堀り、そこに
たっぷり堆肥や肥料を入�れておく。その上に苗を植え、
３〜４本の弦を育てる。11本の弦に２個を目標に受粉を
する。弦の内11本は遊び弦として残しておくのが良い。
成長に従い脇芽が毎日できるのでそれをこまめに摘み
取ることが必要。蜂やアブが葉を食べるのでアブとり
紙を下げておくと効果がある。  
　と言うことで植える前に勝負は決まっていた様だ。
昨年は初めてだったので土地は豊かだったのだろう。  
　今年の収穫はおそらく７個。目標にちょっと足りな
い。来年頑張ろう。  

66..1144　スイカの栽培は難しいと言われていた
が昨年は２株で大きな甘いスイカがごろごろ
（６個）とれた。それに味を占めて今年は３
株、1100個を狙った。  
　ところが実がつくまでは良いがなかなか大
きくならない。雨不足と言うことでしっかり
水をやるがイマイチ。気温が低いのかとも思
うがそればかりはどうにもならない。	



6.17	6.14	

7.10	  

6.17	  

　トウモロコシは東京で食べるかぎりあまりおいしいものと言うイメージ  
は無く、馴染みは薄かった。それでも畑があるのだからと昨年は1100本ばか  
りを育てた。  
　ひょろひょろといかにも頼りなげに育ち、どうにか実が太り始めた。と、  
ほどなく、朝起きてみるとトウモロコシが３本倒れている。風も吹いたわ  
けでもなくどうしたんだろうと思って見てみると、実を包む皮が破れて中  
身が食べられている。実が実る直前でカラスの襲撃にあったのだ。３本は  
全て比較的成長の良いもので、これで昨年の収穫は「不可」となってしま  
った。受粉のためには１列ではなく22列にするのが望ましいとの解説をあ  
とで読んだが、それも影響していたのだろう。  

　そこで今年は互い違いに22列、２０本を植え、受粉し  
易くするとともに周�囲に長い棒を数本立て、それを支点  
にして小包ひもを３段にわたし、からす対策とした。  
　結果、全株が予想以上に健やかに育ち、11株あたり  
１〜２個の実がなった。小包ひもの間隔が４０ccmmと狭い  
ためカラスは羽がひっかかるのを恐れてか全くやって来  
なかった。  
　かくて、外からふれてみるとしっかりと固いトウモロ  
コシが３０本ばかり収穫できた。それを電子レンジでチ  
ンして見ると何と言う甘さ！　トウモロコシは一挙に我  
が家の馴染みの野菜となり、３大主食（じゃがいも、イ  
ンゲン）の一つに指定されることになった。  



66..2277  スイカは難しいと言われた。しかし、去年は２株で６個、実に甘いスイカが採れた。調子に乗って今年は  
３株で1100個を狙った。結果、玉は88個できた。ところがその後の生長が芳しくない。もたもたしている。そうこ  
うしているうちに弦が枯れ始めた。あわてて採ってみるとまあできているがちょっと甘みが足りない。しかも  
黄色の小玉はその内にパッカリと割れてしまった。黒い大玉だけがしっかりと大きくなりつつある。スイカは広  
々とした所で雑草などは気にせずにおおらかに育てた方が良さそうだ。　  



66..2277  子供の頃夏休みと言えば黄色いまくわうりを井戸の水で冷やして食べたものだ。
いつの間にかそれが丸いメロンに変わって久しい。今年は是非黄色いまくわうりをと言
うことで種から55株も育てた。当初、発育は芳しくなかった。虫が来て葉が散々喰い散
らかされた。それをはえ取り紙でしのぎ、ようやく暑くなった。すると俄然元気になり、
青々と繁った葉の下にいくつもの実を結ぶようになった。７月に入�って黄色くなった  
ものを食べてみるとうまい、懐かしい。メロンなどよりはよほどさわやかだ。日本全体
が貧しかった当時を思い出す様で俄然気に入�った。  



66..1166　ジャガイモを掘り返したあと  

　昨年は４種類のジャガイモを植えた。今年はその内評判の良かっ
た男爵とベニアカリに限定した。種芋はそれぞれ１KKGG買っただけ
で昨年残しておいた種芋を22KKGG使った。つまり、実費用は880000円だ。  
　結果、大粒で外形もよろしいジャガイモが6600KKGGも採れた。ベニ
アカリでは一つで445500GGの大粒もあった。  
　昨年もこんなに簡単にこれだけ採れると感激したが今年は更に改�
善した。今年特段実施した策も無いが、この地は昨年スイカと大根
を作った。そのために掘り返したり、堆肥を入�れたりした。長く放
棄�されていた土地なので昨年は未だ固かったのがこの１年で大分こ
なれて来たと言うことだろうか。  
　ともあれ、土をいじることで収穫は確実に変わって来る。ジャガ
イモはそのことを実感させてくれた。  

男爵  ベニアカリ  



ところが55月の園芸クラブ例会で、メンバーの
一人が「とにかくなってなって困るくらいだ」
と言った。まさか！　家に帰って早速プラン
ターを仔細にみてみる。すると緑白色のイチゴ
がいくつか実をつけている。葉っぱは元気で根
元から新しい茎が出てぐんぐん伸び、プラン
ターの外に出て地面に着地し、そこに根を張っ
ている。何だか力がある。あわてて土を浅く起
こして空気を入�れ、肥料をぱらぱらまいてやる。  
そして２週間ほど、緑白色のイチゴはすっかり
赤く大きくなり形も良い。では、と試しに食べ
てみれば懐かしい往年のすっぱいイチゴの味、
しかもやや甘みもある、つまり、結構いける。
今年は大事に取り扱い、茎を伸ばして来年に向�
けて子株を大量に作ることにした。  

家庭菜園のイチゴの記憶はとにかく
すっぱい。おかげでこちらに来ても決
して栽培する気にはならなかった。と
ころが園芸クラブではメンバーに強制
的に株が割り当てられる。昨年暮れに
持って帰りプランターに入�れて放って
おいた。春になっても55月になっても
ろくな実が成らない。やっぱりねと無
視していた。  

6.22	  



66..2277  トマトは過酷な環境の方が  
甘くおいしくなると言う。  
　去年はそれがなかなか実感で  
きず、結果としてろくなトマト  
ができなかった。  
　今年は当初から雨断ちのため  
に根元にはマルチ、頭上にはビ  
ニール屋根を張り巡らした。  
　苗は園芸クラブの温室で一冬  
かけて種から育てた。  

　するとあら不思議、大中小それぞれのサイズのトマトが続々と誕生、  
傷がついたり実割れするようなことも無く実に立派な実がなった。  
そして食べてみれば何とうまいことか。とりわけ小粒のオレンジ色の  
千果なる種は生まれてこのかた最もうまいトマトと言って良い。  
　これだけ手をかけないでしかもうまいものが作れるとは一体どう言  
うことなのだろう。土と神様に感謝するしかない。  



5.19	  

5.17	

6.5	  	

今年の苗代作りは  
とても早かった。  

22001144  としさんの棚田  
　昨年は奥さんの入�院、逝去と言ったことがありとし
さんの田植は６月になり、慌ただしかった。  
今年は55月中旬には下の田んぼの田植が済み、棚田は６
月下旬田植と本来のスケジュールをとり戻したよう
だった。息子さんの出番も増えた。とりわけ棚田の代
掻きの66月2211日には相当部分を彼が担当した。  



5.21	  0905	

5.20	

下の田んぼは息子さんが田植をした。  
昨年はとしさんだったが、奥さんの  
葬儀が済んでからだったので66月1166  
日と11ヶ月近く遅かった。  



6.21	  
1145	

棚田の午前中の代  
掻きはとしさん。  



6.21	  1722	

1753	

午後は息子さん。昨年は全て  
としさん一人でやっていた。  



6.24	  830	

２４日（火曜日）の朝見ると田植が終っている。2233日  
（月曜日）の夕方トラック配送を終えてからやったらしい。  
昨年は2211日だったので棚田の田植はほぼ同じ時期だった  
ことになる。  



6.19	

勘ちゃんの田植  

　６月1199日勘ちゃんがシロカキ開始。昨年より７日遅い。  



66..2200　シロカキの翌日田植。 	



昨年息子さんが田植デビュ−、今年は堂々の主役。  



苗のラインは未だちょっと歪む。  



北側の田んぼの田口さんちは今年から田植は委託になった。  
田口さんは犬と一緒に眺めるだけだ。ちょっと寂しそうだがずいぶん楽だ。  
ところでこの犬は去年長靴を盗んだ泥棒犬だが今では田口さんちで飼われていい子ぶっている。  



田植の翌日の2211  
日、勘ちゃん夫  
婦が空いた苗床  
に手作業で田植。  
自転車、レーキ  
とふるい道具が  
活躍する。  



勘ちゃんの隣の文ちゃ  
んは同じ日ではなく、  
翌日に田植。こちらは  
夫婦22人だけの田植だ。  



文ちゃんは一人でも黙々と作業する。  



奥さんがビールを持って  
来てくれた。田植の合間  
のビールほどうまいもの  
は無い。  



山辺、笠原、田口３軒の共同水田田植完了  





66..11１  燕の世界  

6.17	

66..1177  巣を出入�りする燕の動きがあわただしい。雛
の姿は見えないがもうすぐ生まれるのだろうか？  



6.17	





正面から見る燕の顔の何と無骨で不敵なことか。  

6.17	



66..1188  こちらは飛び始めたばかりの雛。ずんぐりと丸  
みをおび、いかにも子供の感じだ。うまく飛べるよ  
うになると長い旅に出る。  



77..1100　第一陣が生まれてから２ヶ  
月ほどたったろうか？　第２陣が  
生まれた。親鳥が餌を運んで戻っ  
て来た瞬間、全員大口を開けて鳴  
き叫ぶ。顔を見ればいかにもきか  
んぼうだ。	



66..1133  昨年はアオサギが家の東の森に巣を作っていたのでよく  
観察できた。しかし、今年は木の枝をとりに来るだけであまり  
お目にかかれない。それが見事なダンスを披露してくれた。  



ヤッホー公園  



6.19	

　朝４時に家を出て北の方の三谷に行き  
棚田の写真を撮った。その時山田の家の
周�りは深い霧でおおわれており、三谷も
そうかと思ったが雲はあるものの霧は出
ていなかった。山田と三谷は精々55KKMMほ
どしか離れていないが気候はひどく違う。  
　７時頃に山田に戻ってみるとまだ深い
霧におおわれている。これは良しと言う
ことでそのままヤッホー公園に登った。  
案の定厚い雲海が山田盆地をおおってい
た。  



66..2222    今年の城江の田植は去年より11週間  
遅くなった。去年水不足で散々苦労したか  
ららしい。結果、矢掛一帯でも最も遅い  
田植になった。北の方の山間部では55月中  
旬には済んでいるのだから11ヶ月以上遅い  
ことになる。であれば、北と南の農家の間  
で農業機械の共同利用と言うことは可能で  
はないか？  

他方最近では鉄コーティングした種を直播き  
して栽培する手法が脚光を浴びている。それ  
には新しい機械が必要だ。ではその手法の導  
入�を機会に農業機械の共同利用をしてはどう  
だろう。なんてことを夢想したりしている。  
長老たちはそんなことは夢にも思わず、今年  
も無事田植が済んだと観音堂にお礼をしに登  
る。昨年同様田植のあとに雨が降り始めた。  


