
「比婆山登山記」 （2013.11） 

 

                       

 黄葉したカラ松、左が烏帽子山、右のなだらかな山が比婆山        ヒバ山山頂一帯のブナ林        山頂は聖地で立ち入り禁止、少し下に山頂標識 

 

      

  私は島根大学林学科ですが、山陽側のほうが集まり易いと１１月９日に岡山市でクラス会をしました。私は８

日早朝に家を出て１１時には比婆山に連なる吾妻山の登山口に到着しました。幸いに好天でしたが、霞がかか

り遠方の眺望はいまひとつで、吾妻山山頂からは宍道湖はかろうじてそれと解る程度でした。 

 吾妻山から烏帽子山を経て比婆山に向かいますが標高の高い箇所はカラ松が植林されています。信州か

ら以北には良く植林されているカラ松ですが、大分県の由布岳登山口にも小面積植林してます。西日本で大

面積の植林を見るのは初めてです。（係る私も添田の山に３００本植栽） 

 比婆山山頂一帯は豊かなブナ林で黄葉を楽しみに登ったのですがすでに落葉していました。（見ごろは１０

月中旬だそうです。）比婆山山頂は御陵といわれる聖地で立ち入り禁止で少し下に山頂の標識がありまし

た。紅葉は登山口近くで見ごろでした。比婆山の麓の集落の景観は手入れされた田畑、裏山に残された広葉

樹の紅葉とすばらしい風景です。この景観も人々が生活し農林業を営んでこそ守られます。      

 

                                      

             登山口の標高が紅葉の最中でした             麓の美しい集落景観 

                                                                       宮本 

                                                                            

「ナンキンハゼの実」 （2013.10） 

 



ネイチャークラフトの材料にとナンキンハゼの実を拾いました。幾つかは蒔いて見 

ようと、念のため『有用広葉樹の知識』を読みました。  

 ナンキンハゼは今は緑化樹としてが主ですが，種子からの採蝋、採油を目的に 

導入されたそうです。ナンキンハゼの種子の外皮はハゼと同様に蝋分で覆われてい

て、蒔くにはハゼと同様の処理が必要とあります。 

 そこでハゼの項を見ますと、種子を覆う蝋分を取るためも木灰液か硫酸液に浸し

除き、その後水洗いするとあります。木灰液で蝋分を取ると黒い種子が現れました。ナンキンハゼは白い種

子と思っていましたが、黒い種子でした。おちた種子を小鳥がついばんでいましたが小鳥に白い蝋分を食べ

させ種子を運んでもらうのでしょうか。 

  

                       ＊写真は蝋分に覆われた白い種子と蝋分を除いた黒い種子 

 

                                                              （宮本）     

 「本庄の大樟(ホンジョウノオオクス)」 （2013.9） 

 

                      

 子供の頃から大きな木を見上げるのが好きだった。大人になってからも、木のたくさんあるところを散歩

するのが好きだった。神社巡りも好きだけれど、どちらかというと御神木の方が気になる。この木はどんなも

のを見てきたのだろうなどと想像するのが楽しい。名木・巨木は日本にたくさんあり、この福岡にも、私が気

になる木がたくさんある。この夏、そのひとつ、築上郡築上町にある国指定天然記念物「本庄の大樟」に会っ

てきた。推定樹齢は 1900年とか。(すごい!) なんでも明治時代に火災で主幹部を焼き尽くしたけれど、奇跡

的に第一枝が生き返り今の姿に蘇ったのだそうだ。そういう経緯があるからだろうか、この大樟の葉を持っ

ていると諸災を免れ長寿出来ると言われている。 

 その日は今にも夕立が来そうな不穏な空気。暗い空と大樟に見下ろされた印象は、緊張感さえ感じるもの



だった。幾度となく修復は重ねられたようで、枝も鉄の柱に支えられていてどこか痛々しいけれど、それでも

堂々とした存在感である。何年も生き続けているのは、確かに人の手、蘇生の技術によるものかもしれない

が、それだけではないと感じた。「ずっと自分たちを見守っていてほしい」という地域の人たち想いが、あの

小さな葉、枝の先まで届いているのだろう。植物は、特に木は人の気持ちに敏感だとよく聞く。神様にするみ

たいに、思わず手を合わせる人を見て、つい長生きしてしまったのかもしれない。10 月には、この大樟を囲ん

で夜のクラッシックコンサートが開かれるらしい。美しい音楽とそれを楽しむ人の笑顔。そりゃあ長生きする

よ、と思うのである。 

 

                                           もり子      

我が家の庭の山野草の花Ⅳ  （2013.7） 

 

 キキョウ 

  

オニユリ 

 

葉の元にムカゴが付く

ユリはオニユリだけだ

そうですね。 

コオニユリとともに里

山に生育とした図鑑も

ありますが、オニユリの

ほうが田の畔などより

人家近くに生育してい

る感じです。 

  

フウラン 

  

モジズリ 

 

私の幼いころ田舎の田

の畔や農道に良く見ら

れましたが水路が三面

コンクリートになり、各戸

が車や、農業機械を所

有し狭い農道の端っこ

までタイヤに踏まれるな

どで絶えました。しかし

モジズリは以外にたくま



しいようで公共施設、学

校の芝地などに群生し

ています。懐かしくて数

本いただいて帰り鉢植

えにしますが、気難しい

ようで２～３年で絶えま

す。が、盆栽の鉢にヒョ

ッコリ出てきます（これも

イチイの鉢に）気難しさ

と逞しさを併せ持つのが

モジズリのようです。 

 

  

 

 ノヒメユリですがかなり

の数の山野草が掲載された

山と渓谷社の「日本の野

草」に記載がなく地方的扱

いのようですね。九州から

台湾にかけて分布している

そうですがアムールから中

国の東北部にも分布してい

るそうですから植物の分布

は不思議です。アムール地

方に分布なら本州にも分布

しても良いはずですが。コ

ケモモも日本アルプスから

四国から九重に分布します

が中国地方の大山などには

見られませんし、日本海に

位置し寒いんでしょうが高

山の無い隠岐の島にシャク

ナゲやエゾイタヤカエデが

生育しています。 

 私は昭和２３年に筑豊の田

  

ヤマユリ   

近畿以北の本州に分布

だそうです。もちろんこ

の球根は園芸店で購入

です。八王子に林野庁

の研修所があり、受講

したおり、所の前の道路

の法面に群生していま

したし、花巻の高村光

太郎記念館付随の森の

中にも群生していまし

た。 

 ささやかな鉢植えです

がなつかしく思い出させ

る光景です。 

                

 

                   



舎.（香春町採銅所）に生ま

れましたが、お盆前には男

の子が誘い合い集落の共有

の採草地にキキョウ、ナデシ

コ、ノヒメユリなどを仏前の

花用に取りに行きました。採

草地は昭和４０年代に当時

の森林開発公団により植林

されました。 

 自然は多少の攪乱があっ

たほうが生物の多様性が保

たれるそうですが、平尾台

の草原と北側斜面の植林帯

の境界に森林火災予防の防

火線が設けられ毎年、草刈

が行われています。この防

火線内はナデシコ、ノヒメユ

リ、キキョウが群生し放置さ

せた草原とは対象的です。 

 数十年続けられた草刈に

より草花の宝庫が維持され

ています 

  

  

                                                                  （宮本）          

 

 

 

 

 

 



我が家の庭の山野草の花Ⅲ  （2013.7） 

 

キンレイカ（金鈴花）   

 お姉さんがカネミ油症

被害者でカネミ油症被害

者支援センターの役員を

されている方がいます。

東京での油症被害者支援

の所要後、その方の箱根

の山荘に泊めていただき

箱根を散策しました。その

おり種子を採取して育て

ています。まさに神楽な

どで使用します。     

鈴様の花の集合です。  

 

ツキヌキオトギリ  

オトギリソウの左右の

葉が融合していま

す。 

英彦山の植物の本を

会員の方にも買って

いただいた熊谷先 

生からいただきまし

た。 

  

  

シモツケ 

下野の国（現、栃木

県）に名は由来だそう

ですが栃木県の多い 

のでしょうか？ 

  

ハンゲショウ 

葉の半分が化粧をし

たように白 

くなるのが名前の由

来と言う説と夏至か

らしばらくを半夏（ハ

ンゲ）と言いその時

期に白くなるからだ

と言う説がある 

ようです 

  

カワラナデシコ  

 

山野草の定番ですね 

三十年ほど作り続け

ています 

 

ナツツバキ 

 

 ６月に小ぶりの白い

花を咲かせてくれま

す。梅雨空に涼しげ 

です 

 

                                                                 （宮本）        



 ハンゲショウ  （2013.6） 

 

  夏至(げし)（今年は６月２１日）から１１日目（今年は７

月２日）を半夏(はんげ)と呼び、そろそろ梅雨も終わり

を迎える時期だと言い表わしています。その頃、水辺や

湿地にハンゲショウの白い葉が目立ちます。茎の高さ

は５０～１００㎝程になり、群生していると一面に白い花

が咲いているように見えますが、花は１０㎝ほどの細長

い花穂であまり目立ちません。花と向かい合っている

葉が白色に変わって花が咲いたことを虫たちに知らせ

ているのです。同じようにマタタビが花の時期に白くな

るのも花粉を運んでもらう虫たちへの｛お知らせ｝と考

えられています。ハンゲショウはドクダミの仲間です 

 が、ドクダミのような白い４弁の総苞片はありませ

ん。そのかわり花の近くの葉が白くなって存在を示して

いるのです。葉をもむと臭いですがドクダミの臭いとはすこしちがいます。半夏のころ花が咲き葉が白くな

るので半夏生と呼ぶという説や、葉の半分が白くなることが多いので半化粧という説、同じ意味で片(かた) 

白(しろ)草(ぐさ)とも言われます。もともと二十四節気にある時候を表わす言葉から来ていて俳句の季語と 

してよく使われます。    

（ぺんぺん草） 

 

                                                                             

                                                                     

 我が家の庭の山野草の花Ⅱ（2013.6） 

 

 昨年６月英彦山の宿坊跡にヤマザクラの種子を拾いにいきました。苗を作り私の

山林えるためです。すると、八重の見たこともない綺麗なバラの花が！名前を調べ

るため一枝持ち帰りました。中国原産野生バラ「十六夜バラ」でした。英彦山は日本

三大修験の山でしたのでこの宿坊の先祖の方が花好きで入手し植えたのでしょう。

この花は名前を調べるため持ち帰った枝を挿し木した物からです。サンショウバラ

の開花は７年目でしたが挿し木で次年は嬉しいですね。名前の由来は満開になって              

も正円にならないからだそうです。 

   



 宮沢賢治先生（呼び捨ては恐れ多い）が好んだ山というので数年前に早池峰山に登りました。登山口の県

道の法面にヤマオダマキが美しく咲き、幾つかはまだ青いが鞘に。ダメで元々と持ち帰り蒔きますと良く発

芽しました。絶やすことなく種子を取り咲かせています。（ヤマオダマキは双冬経て開花でけっこう大変で

す） 

         

  
  エゾスカシユリ 

 

 

  ５歳の孫は我が家に遊びに来て私が不在だと「おじいちゃんはお山？畑？」

と妻に訊きます。（私の不在の７割は山か畑ですので）そんな私の絵を孫が描きま

した。     

                                              （宮本）                                                    

 

   （写真：ジジバカ） 

                                                      

                                                    

 

   

                                                                       

  

ヤマオダマキ 

コケモモ ヤマアジサイ マツムシソウ 



帰化植物入門（2013.5） 

 帰化植物とは、国外から人為的手段で持ち込まれた植物のうち、野外で勝手に生育するようになったも

の、と定義していますが、一般的には外国との物流が激しくなった江戸時代末期以降のものを指していま

す。ただ、縄文後期から弥生時代にかけて、コメ、ムギ等の穀物に付随して入ったものが定着し、日本の里山

風景に溶け込んだものも多いので、これを史前帰化植物としています。あなたが知ってる帰化植物は？と聞

かれたら、セイタカアワダチソウと答えるぐらいでした。ハテそれ以外にどんなのがあるかいな～。 

 体調管理のため、1日 5 千歩目標に散歩していますが、その道々に注意して見るとけっこうあるんですね

え、コメツブツメクサ、ベニバナツメクサとシロツメクサ、ノゲシ、セイヨウタンポポ、アレチハナガサ、マツバ

ウンラン、オランダミミナグサ、レンゲ、それに史前帰化植物といわれるミヤコグサ、また、排水路にはびっし

りのクレソンです。 

 今月の響灘ビオトープでの野外観察会を担当して、身近にもこんなに帰化植物があったのかと驚かされま

した。それでは響灘ビオトープで目に留まった帰化植物を紹介します。 

 

1 ツボミオオバコ（オオバコ科）北米原産（写真左） 

 初めて見たとき、多肉植物？と思ったほどです。 

全体が白い毛に覆われ、葉の間から招くような仕草の花茎を伸ばし穂状の小さな花が蕾のように見えます。

カッワイー 

2 ヘラオオバコ（オオバコ科）ヨーロッパ原産（写真中） 

  葉は 10～30cmで細長くへら形～披針形で全て根生です。花茎は蕾を付けたまま伸び上がり、80 ㎝にも

なります。その先端に 2～8 ㎝の円柱形の花穂をつけます。正装したこの姿がいいですね。 

3 セイヨウヒキヨモギ（ゴマノハグサ科）ヨーロッパ原産（写真右） 

 

 1978年千葉県で発見されました。茎は直立して、先に穂状の黄色の花（花柄はなく、唇状に２つに分かれた）

をつけます。葉や茎に白っぽい短毛が生え、腺毛も密生しているので触ると粘つきます。一幅の絵を見るよ

うでしょう？ 

 

                                                                         

（与作） 

 



                   

            ①                       ②                     ③ 

                                                                         

 種子から育て７年目のサンショウバラが咲きました（2013.5） 

 

 サンショウバラはハコネサンショウバラの別名のとおり、富士山、箱根周辺に自生する野生バラです。 

名前のとおり、葉はサンショウの葉そのもので、妻が吸い物用に葉を取ってきて「このサンショウは香りがな

い。」とまちがえたほどです。以下は我が家のサンショウバラの由来です。 

 東京大学北海道演習林長だった渡邉先生は退官後は郷里の富士宮市に帰られ森林ボランティアの指導を

されていますが、７年前その行事に参加しました。そのおりサンショウバラの実を１つ頂きました。棘に包まれ

た中に数個の種子があり、蒔きますとよく発芽し我が家にも植え、数人の方に苗をあげました。 

 高さは３メートルほどに成長しましたが花をなかなか付けません。苗をあげた皆も同様です。開花一号は妹

の家で昨年でした。我が家も来年はと期待しましたが、実なりの悪い柿木に「ならぬと伐るぞ！」と鉈をかざ

すと良いという風習があり、「咲かぬと伐るぞ！」と念のため脅しました。脅しが効いたのか？こうして我が

家のサンショウバラも今年は数個の花を付けました。昨年数個だった妹の家のは今年は数百個の花を咲か

せましたので我が家も来年はもっと期待しています。なを、サンショウバラは．根元径１０センチ、樹高５メート

ルほどに成長する小高木です。（宮本） 

   サンショウバラ       ササユリ             ヒメフウロ              ハマナス 

 

 

        

 

 

 



                                                                                          

  

                                               

 季節の移ろいを楽しむ（2013.5）  

「卯の花の匂う垣根に 時鳥早も来なきて 忍音もらす夏は来ぬ」 

卯の花とはウツギの別称で５弁の白い花が下向きに開く。最近では見かけることも少なくなった。 

 数年前、阿蘇高森付近の山路で、同じユキノシタ科のバイカウツギ（梅花空木）が群生しているのに

出会い、その美しさに魅せられて、近くの民家でその山の持ち主であるご婦人から一株（挿木も可）分

けて頂いた。こちらは花弁が４枚であるが、芳香もあり梅の花を思わせる。毎年、晩春から初夏にかけ

て、我が家の玄関先にはその白い清楚な花がたわわに咲き誇り甘い香りが庭に満ちている。通りがかり

の人が立ち止まって鑑賞されることもしばしば。 

 花言葉は、想い出・気品・品格とある。 四季おりおりの花を愛でながら、季節の移ろいを楽しむゆ

とりと感性が豊かな人生を育む。観察会で「夏は来ぬ」を合唱しながらウツギを鑑賞して楽しむ （５

月下旬）バイカウツギは５月上旬。 

 森林インストラクター 鶴田義明 

 

 

                                     

 

   



「その気にさせる木。サクラ」 （2013.4） 

 

         

冬をがんばりぬいた常緑樹の緑の中で、ふわりと淡いピンクの光が灯るようにサクラ(ソメイヨシノ)が咲

く。「私はここにいますよ!」と言っているようだ。1年近く、大勢の中の 1本だったのに、花の時期には特別な 1

本になる。今年の開花は早かったので、３月中に花の盛りは終わってしまったけれど、それは、これから新緑の

季節が始まる合図であり、４月生まれの私にとっては、新しい１年が始まる合図でもある。１月が暦上のお正月

ならば、４月は、気持ちのお正月。毎年私がサクラの花から受け取るメッセージは、「とにかく、何か始めてみ

ようよ」なのである。美しいだけでなく、その気にさせてくれる木なのだ。 

 花芽の準備は、前年の 6月頃から始まっているという。大勢の中の 1本である時も、立ち止まって見てくれ

る人がいない時でも静かに力を蓄え、春を待つ者にご褒美をくれる。こんな私でも、始めたことを忘れず続

けていけば、一生のうちで何度かは人から喜んでもらえるようなことができるのではないかと思ってしま

う。このサクラみたいに。やっぱりサクラは、乗せ上手の特別な木。 

                                 (あぁまた年取る～) もり子 

 

                                                                          



  

道 草 （2013.4） 

 

               

小さい頃はよーく道草してたよね。って話から道草（みちくさ）とは、道ばたに生えている草のこと。目的の

ところへたどり着く途中で、他のことにかかわって時間を費やすこと。馬が、道ばたの草を食べて前へなか

なか進めないことから道草を食うという慣用句ができた。と、あります。 

 幼い頃の今の季節は、学校の帰り道友達と、レンゲソウでネックレスや王冠を作ったり 広―いレンゲソウ

畑の中から白花を競争して探したり、イタドリやスイバをかじったり、そうそう、チガヤの柔らかい穂も口に入

れていましたっけ。ほんとうに楽しい道草がいっぱいでした。  

 環境心理学の専門家によると、道草にはさまざまな価値、効用があり、子供の成長や社会化に役立ってい

て、子供たちの健全な成長を考えれば、子供も安心して道草ができる街づくりが望ましいと考えられるそう

です。地域社会の環境が道草を許す環境になっていることは子供たちのメンタル面に良い効果をもたらし笑

顔を支える効用があり、精神的な成長にも好影響をもたらすということです。草の生えないコンクリートの道

で今の子供たちはどんな道草をしているのでしょうね。 

（とまと）  

                                                   



ダイスキな植物なのに （2013.4） 

 

                  

        オオフサモ         イタチハギ          ハルジオン    

 

 ｢特定外来生物｣という言葉、最近耳にされることが多いと思います。これは外国から日本に持ち込まれた

生物により、在来生物の生態が被害を及ぼす可能性があるとして取り扱いに規制を設けた法律です。植物で

は、現在１２種が特定外来生物に選定されています。私たちの観察会などでよく見る植物でもあります。 

 春、一面に土手などに咲くオオキンケイギク、川の中に大群落のオオフサモ、宝満川あたりでも多くなった

オオカワヂシャ、福岡市の舞鶴公園まわりの濠にはアゾラ・クリスタータ（アカウキクサ）、などなど。そのほか

に要注意外来植物となると８４種にものぼります。イタチハギやコマツヨイグサ、ハルジオンなど観察会で顔

なじみのものばかりです。 

 要注意外来植物には入ってないけど法で規制されている身近な植物にアツミゲシがあります。花がきれ

いなので草刈されている所でもこれだけは残してあります。でも、これは麻薬取締法に違反する植物です。

未熟な種子にアヘンアルカロイドが含まれているということです。しかし、これからアヘンを抽出しようとして

も到底無理な話だそうですので念のため。大群落など見られたら保健福祉局か警察へ。  

（ぺんぺん草） 

                                                                           

  るりいろのはな （2013.4） 

                                             

   

          

     オオイヌノフグリ群落    オオイヌノフグリ        イヌノフグリ 



道端にまだ花があまりない早春のころ、青い花が時には群落になって見かけることがあります。近寄って

みると、青色というよりるり色といいたくなるような小さな可愛い花です。その花の名前は｢オオイヌノフグ

リ｣、春がもうそこまで来ていることを感じさせてくれる花です。別名｢星の瞳｣ともいうそうで一斉に咲いて

いる花を見ると、地面に星が散りばめられたようにも見えてきます。 

 オオイヌノフグリの学名は（Veronica persica）、その名前の由来となった説に興味を惹かれたので一言、属

名のベロニカ（Veronica）はキリストが十字架を背負いゴルゴダの丘へ歩いていく途中、キリストに駆け寄り一

枚の布を差し出し、汗で滲んだ顔を拭ってあげた女性の名前だそうです。そんな優しい女性の名前のついた

ベロニカ属には青い花が多いようです。聖女ベロニカがキリストに差し出したという布もオオイヌノフグリの

花色と似た”るりいろ”だったのでしょうか。在来種のイヌノフグリ（絶滅危惧‖類 VU)もベロニカ属ですが、

こちらは少し赤みのある紅紫色の小さな花です。 

（百舌） 
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