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(元 岡山大学大学院医歯薬総合研究科 総合内科教授，香川県病院事業管理者)

◆はじめに

ていた。もちろん裏山も原始林と化していた。

最近自宅で食す野菜の 70 % は私が作ったと自

屋敷と畑はこのまま放置して，自然に家が倒れ

分では自慢するに至っている。しかし，妻の反

るまで放置しようと一度は決意していた。父が

応は 怖 ろ し い 。 週 末 に 野 菜 を 持 ち 帰 る ご と に

行けなくなって翌年，何がきっかけでもなく，

「こんなに野菜を作ってどうするの？ だれが

畑を作ってみたくなった。』

食べるの？ スーパーで買うより高くついてい
ることは知っているのよ ！ 」と，愚痴の機関銃
が襲ってくる。それでも私は畑仕事を止めない。

◆畑つくり
父も年齢とともに耕す畑の面積を縮小してい

いつから畑に執着するようになったのだろう

ったのだろう。当初は昔の畑の半分以上が花木

か。思い起こせば前号(35 巻 3 号)「大工」の稿

園のようになっていた。春に白とピンクの花を

で書いたように，田舎で古民家を再生する少し

咲かせる 2 本の「さつき」や鮮やかなピンクの

前に遡る。

花をつける「寒緋桜｣，夏には燃えるような赤

以下，「大工」の稿より転記して百姓の前置

い花を咲かせる「百日紅｣，庭木用の「盆栽黒

きとする。『父が元気だった頃には，毎週田舎

松｣,「桃｣,「梨」などが昔畑だったところに植

に帰り縁側を開けて風を入れ，庭先の畑を作っ

えられていた。縮小されていた畑部分が，先に

ていた。さすがに父も 90 歳に近づくにつれ，

述べた私の家庭菜園の始まりだ。次第にもっと

田舎に行く頻度が減った。田舎の家とは，私の

面積を増やしたいと思うにつけ，畑の花木を切

家からは車で 30～40 分程度の場所で，南面と

倒して畑を拡張することになった。地上の木幹

北面にそれぞれ 150 m 程度の山尾根が連なり，

はチェーンソーで簡単に倒すことができる。し

間にあるわずかばかりの平地には中央を流れる

かし，根を撤去するのは大変な作業だ。つるは

小川に沿って水田が両側に数枚ずつ存在するい

しとスコップで周りの土を掘り起こし，露出し

わゆる里山である。ここにある屋敷は祖父がこ

た根を少しずつ取り除く作業は重労働だ。近所

の村の村長をしていた頃に建てたもので，父の

のおばさんが「大変ですね」と通るたびに声を

生家であり，私の生家でもある。築後約 100 年

かけてくれるが，なんの役にも立つわけはない。

のボロ家・水田・畑・山が少々ある。水田は農

荒野に畑を開いた開拓者の心境がわかるような

協に頼んで近所の方に維持してもらっており，

気がした。後日，小出農園友の会の引地さんが

毎年秋には新米が 120 kg ほど届けられている。

4 トン車でユンボを運び，残った数本の花木の

父が行けなくなって数年，生家は床が抜け，

根を一気に撤去してくれた。1 日にして畑が復

敷地の立木も生い茂り，畑は足が踏み入れられ

元されるさまを見て,「文明の利器」の素晴らし

ないほど草が茂り，ヘビやカエルの天国となっ

さも実感した。畑が広がると元肥もたくさん必
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要になる。友の会の光森さんに相談すると，4

放性の石灰としてカキ殻を粉にした有機石灰を

トン 5000 円の堆肥が手に入るという。早速注

用いるのだ。畑が落ち着いたら再度耕運機で耕

文してもらった。4 トン車の堆肥が到着した日

す(写真1)。そして，両側に溝を持つ畝をつく

は雨の翌日だった。4 トン車は再生したばかり

るのだ。この畝の上に筋状に野菜の種を播いて，

の畑に車輪を取られ身動きできなくなった。し

たっぷり水を与えておく。1 週間ほどは乾燥し

かたなく身動きできないトラックを牽引するた

ないように濡れた不織布を上に掛けておくと発

めに堆肥を満載したもう 1 台のトラックを業者

芽に良い。発芽して双葉から本当の葉に変わる

が持ってきた。トラックが引き上げた後に残っ

までは水をたっぷりやる必要がある。本葉がし

たのは 8 トンの堆肥だった。かくして毎年畑が

っかりしたころに，苗の両側 5～10 cm ほど離し

真っ黒になるほど堆肥を撒いてもちっとも減ら

て筋状に追肥として化学肥料を撒く。何も知ら

ないし，今も堆肥の山は残っている。この堆肥

ない当初は，誰もがするようにホームセンター

のおかげで野菜はすごい勢いで育っている。

でポット入りの野菜の苗を買ってきて，ポット
から出してそのまま移植ごてで掘った穴に植え

◆野菜の育てかた

ていた。そうすると大きくなっても根は丸まっ

春野菜の準備は 2 月に始まる。先の堆肥の出

たままで，引き抜けば簡単に抜ける状態だ。根

番だ。ビニール袋で寝かしておいた柿の落葉と

の広がりがないから肥料をまいても栄養が十分

堆肥を混ぜて畑に鋤き込む。要するに畑の表面

吸収できず貧弱な野菜しかできない。実験すれ

に落葉と堆肥を一面に撒き，耕運機で耕すだけ

ばよくわかることだが，苗がしっかりした頃に，

である。土に空気と肥料を混ぜ込むのだ。次に

少し離れた周囲に肥料をまくと根は周囲の肥料

耕した畑にカキ殻を粉状に砕いた有機石灰を撒

めがけて広がって行く。

いて 1～2 週間なじませる。これは堆肥などで

畝の両側の溝は水の補給水路だ。溝は広がっ

酸性になった土壌を中性に戻す作業だ。石灰に

た根の下方にあたるので両側下方の水分に向か

は生石灰(酸化カルシウム)と消石灰(水酸化カ

ってさらにひげ根が広がり，深くしっかりとし

ルシウム)があるが，いずれも水に触れると発

た根を張らせることができる。これがわかるま

熱し，時には火事さえ起こる。そこで最近は徐

でに 3 年ほど情けない野菜を作り続けていた。

写真1
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各種野菜の種

種の袋には発芽率という表示がある(写真2)。

ン」か長崎原産の「デジマ」を植えている。

安価な種は発芽率が低いし，経年の種も発芽率

本格的な春の播種や苗の植え付けは 3 月から

が落ちる。こんな知識が身に付くと，種を買う

始まる。先に説明した両側に溝を持つ畝に，マ

ときには発芽率，播種時期，製造年月日など詳

ルチとよばれる薄いビニールシートを敷く。マ

細に見るようになる。当然ながら一番勉強にな

ルチは雑草防止と土壌の乾燥防止の役割だ。マ

るのは近所のプロに聞くことだ。どうせすぐに

ルチに苗を植え付けるための穴をあけて苗を植

飽きて止めてしまうだろうという眼差しだった

え付ける。筋撒きにはマルチの中央に線状の切

近所のお百姓も，私のあまりの熱心さに次第に

り目をつけて，これに種を撒く。3 月には春キ

本音トークをしてくれている。苗が十分大きく

ャベツ(これはポットの苗を買ってくる)，レタ

なるまでは水と追肥を怠らないことも必要な技

ス，小松菜，葉ネギなどの種を撒く。4 月には

の一つだ。実のなる野菜は実がついたころから

トウモロコシ，ホウレンソウ，小カブの種を播

栄養を減らして，カルシウムを与えると良い結

く。かぼちゃは苗を買ってマルチの穴に広い間

実につながる。

隔で植え付ける。キャベツは剥き出しにしてい
るとモンシロチョウが卵を産み，幼虫が葉を穴

◆各種の野菜

だらけにするので，虫よけネットを掛けておく。

2 月までは果樹の剪定作業と寒肥を撒く作業

5 月には春野菜はほとんど収穫し，代わりに夏

ぐらいで，畑仕事はほとんどない。せいぜいジ

野菜として，ナス，キュウリ，ピーマン，トマ

ャガイモを植えるぐらいだ。ジャガイモは 5 月

ト，スイカ，ししとう，トウガラシ，青梗菜な

に紫の花が咲き，畝に土寄せを行ってイモを十

どを植える。ズッキーニもこの時期に植える。

分に育ててから，6 月に収穫する。「男爵」は

ナスには丸ナス，長卵形ナス，長ナス，米ナス，

煮崩れするので妻にはあまり喜ばれなかったが，

千両ナスなど 180 種類もの種類がある。毎年い

大学に持って行きジャガバターにしたら教室員

ろいろな種類を試しているが，3 本以上植える

に大いに喜ばれた。表面に包丁で十字を入れ，

と収穫が多すぎて妻に叱られる。キュウリにも

ラップに巻いて爪楊枝がブスッと刺さるまで電

いろいろな種類があるが，スーパーで売ってい

子レンジでチンすると，ほかほかのジャガイモ

るような，表面がつるつるのキュウリは決して

になる。皮を少し剥いで十字の切れ目に塩味が

植えない。表面にイボイボがあり，毛が生えて

聞いたバターをブロックでいれると，バターと

いるようなキュウリが良い。かじると強烈な草

ろける美味しいジャガバターができる。最近は

の香りがするのが好きだ。友の会のおじさん達

色々な種類があるが，少し硬めの「メイクイー

もなぜかこの昔のキュウリがみんな好きだ。6 月
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写真3

井戸水の自作散水装置

には遅植えのキュウリを追加し，ネギの種播き

cento-piatti/dote.html」だ。オーナーシェフは元

もする。7～8 月は夏野菜の収穫と水やりが忙し

大阪ヒルトン副総料理長の山足 誠という人だ。

い。先に述べたように畝の両側の溝にたっぷり

この店は裏に 400 坪の畑を持っていて年間 150

と水を張り，上からは散水する。この散水には

種の野菜を栽培し，これを使って調理してくれ

生化学実験で使ったカラムクロマトのカラムホ

る。すべて予約制で，一日最大 6 人 / 一組しか

ールダーで蛇口を固定した自作の自動散水装置

客を受けない。色んなことに驚いた。皿に乗っ

(写真3)を使っている。8 月末からは秋収穫用の

ているサイズが同じブロッコリーが 4 種類：緑，

秋ダイコン，秋ニンジン，白菜，カブ，レタス

白，薄ピンク，紫，人参も同じサイズの色違い

などの植え付けをする。10 月からは冬野菜の植

が 3 種，キャベツも何もかにも同じサイズの色

付けだ。春ダイコン，春菊，ホウレンソウ，青

違いの野菜で，白いお皿の上に肉料理や魚料理

梗菜，スナックエンドウ，ソラマメなどである。

を飾るように絵が描いてあるではないか(写真

同じころに玉ねぎを植える。最低でも 100 本は

4)。色違いの野菜がこんなにあるとは知らなか

植えるが，玉ねぎはマルチでも玉ねぎ用と称す

った。裏の菜園を見に行った。そこには，私の

る，植付穴が密集しているものを使う。そして

やっている筋播きではなく，1 m 四方の畑の区

11 月終わりからは，寒さ除けに透明なビニール

切りに 2～3 週間間隔で同じ種を播くのだとい

の覆いも必要となる。

う。なるほど ！ 。それでいつ行っても同じサイ

沢山の種類の野菜を作るが，実は私の大好物

ズの野菜を皿に乗せられるのだ。色違いの野菜

は特定の野菜ではなく，どの野菜でもできる間

は,「国華園」という店からインターネットで買

引き菜なのだ。先に述べたように畝に種を播き，

い付けるのだという。家に帰ってさっそく「国

発芽して本葉が出て少し大きくなった頃の作業

華園 : http://www.kokkaen.co.jp/」のホームペー

が，間引きの時だ。筋状に密生したベイビー野

ジを開けてみた。そこには変わり野菜がいっぱ

菜を 間 引 く の だ 。 こ の 間 引 き 菜 の 「 お 浸 し 」

い載っているではないか(写真5)。「八百屋で

(おしたしとも言う)が実は私の大好物だ。白い

売っている野菜は買った方が安いし，泥も付い

ごはんに少し醤油をたらした間引き菜は最高の

てないから面倒もない。どうせ作るなら少しは

贅沢だ。

変わった野菜はないの？」と妻に言われていた
問題が一挙に解決したのだ。黄色と緑の色違い

◆野菜レストランでの勉強

のズッキーニ，香草の一種であり北欧料理によ

ある時妻が探してきた野菜レストランへ出か

く出てくるデイル，色やサイズの違うパプリカ，

けた。岡山県井原市郊外にある大きな農家を改

など色彩豊富な野菜作りもできるようになった。

造した「レストラン土手：http://www.kcat.zaq.ne.jp/
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「レストラン土手」の料理と菜園

「国華園」の色野菜の種の例
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◆軽トラック

ていなかったようで，高速になるほどにエンジ

肥料の運搬や，収穫野菜(写真6)，米などの

ン音は良くなるし，走行も安定する。大工道具，

運搬には軽トラック(写真6)が一番だ。当初は

耕運機，刈り払い機，スコップ，収穫野菜，ね

セダンの自家用車で運搬していたが，さすがに

こ車，自転車なんでも載る。あまりに愛用しす

耕運機などはセダンでは運べない。軽トラック

ぎて，一度病院にも乗っていったことがある。

が欲しいと思いながら田舎への運転中に，道路

さすがにスーツを着た人が軽トラックに乗って

際に中古車を見つけた。「あれ ！ 確かさっき

いると，非常に違和感があるらしく，病院中で

軽トラックに￥39 と書いてあった。安いではな

「もしかして軽トラックに乗っていたの先

いか｡」もちろん U ターンして確かめなければ

生？」と何人に聞かれたことだろう。あの時以

ならない。軽トラックには連絡先の携帯番号が

来，それらしい格好でしか乗らないことにして

書いてあるだけで近くに店はない。あまりに安

いる。

いので不安になったが，連絡してみた。「昭和

最近ピザ窯が作りたくなり，耐火煉瓦を 600

56 年製，ホンダアクティ，ワンオーナーで走行

個買 って庭に積み 上げている。 自作の設計 図

距離 39,000 km，売値 39,000 円」，当然マニュ

(写真7)では奥行き 1.7 m，横幅 1.2 m，高さ 1.3

アルで懐かしいチョークもついているではない

m であるが，まだ完成していない。この耐火レ

か。田舎のおじいちゃんが家と田んぼの往復に

ンガを軽トラックに積んで持ち帰ろうとしたこ

使っていたが，寄る年波に手放した車だと言う。

とがある。軽トラックは 360 kg 積と書いてある。

農道のフェラーリとも呼ばれている車だ。農家

耐 火 レ ン ガ は 1 個 3.5 kg な の で ， 1 パ レ ッ ト

の納屋にしまってあったらしく，エンジン音は

(100 個のレンガを載せてある木製の台)なら載

良いし，塗装も剥げてない。ただあまりに古い

ると 思ったのだが ，松材製のパ レットの重 さ

年式の車だ。後に述べる友の会の光森さんに，

(約 50 kg)を勘定に入れていなかった。リフトで

店主の人物調査をして貰ったところ，特に問題

100 個レンガの載っているパレットを荷台に載

はないという。そこでこのトラックを買うこと

せた瞬間，後輪の横についている板バネが今に

にした。なんとおじいちゃんは 40 km / h は出し

も折れそうになり，タイヤと荷台がくっつきそ

写真6
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自作ピザ窯設計図と耐火レンガ

うになった。「ストップ！ ストップ！」。50 個

◆果実や山菜

のパレットに作り直してもらい，荷台に振られ

田舎の裏山には，冬柿，西条柿とともに栗の

ながら持ち帰った。360 kg 積ということの意味

木も 3 本あり，毎年約 30 kg の栗が収穫できる。

がよく分かった。耐火レンガはとにかく重いの

友人を呼んで柿もぎと栗拾いを楽しんで貰って

だ。後日友人に 4 トントラックで残りのレンガ

いる。栗の木は収穫前には刈り払い機で入念に

や耐火セメントなどを運んでもらったが，やは

木の周りの下草を刈っておかないと，落ちた栗

り重くてお尻を振られながら帰ってきた。いず

が見えない。絶好の日よりは雨あがりの翌日の

れにしろ愛しい軽トラックが壊れなくて安堵し

日本晴の日だ。雨で湿ったイガが，晴れて乾燥

た次第である。

するとはじけて一斉に栗が落ちてくる。これを
－637－
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火箸で拾うのが栗拾いだ。知らないということ

ラブで水泳もしていたが，私は今では全くの風

は怖ろしい。登って木を揺すってみたり，長い

呂だけ会員となっている。最近では家の風呂に

棒でイガ栗を叩き落とそうとする，もちろん事

カビが生えるからと言って，家の風呂には入れ

前の下草刈のことなど知る由もない。大学勤め

てもらえない。しかたなく午後 8 時になると風

のころには毎年大学に持ってゆき，実験用の冷

呂用品が入ったバックパックを持って，スポー

凍庫に保存していた。1 分レンジで解凍し，通

ツクラブの風呂に行く。この風呂で世間話をす

常通り塩ひとつまみを入れて煮ると，新鮮なと

るのが，おじさん達の楽しみなのだ。おじさん

きと同じくホクホクの栗が食べられるので，教

の共通の話題は田舎暮らしなど,「3丁目の夕

室には時期違いの秋があると喜ばれていた。

日」への郷愁だ。

早春の裏庭ではフキノトウも採れるし，春た

毎週週末には私が何時に田舎へ行くのか聞い

けなわには孟宗竹の筍，芹，タラの芽，ワラビ

てくる。みなさんこの時間に合わせて田舎へや

など春の山菜も収穫する。フキノトウは天ぷら

ってくる。2～3 時間一緒に農作業や大工仕事を

や酢味噌和え，筍は自分で海から採取するワカ

した 後の楽しみが 掘炬燵での世 間話だ。前 出

メの新芽(本誌 34 巻 2 号「漁師」の稿参照)と

「大工」でお話した 8 人掛けの掘炬燵で美味し

一緒に煮ると味は格別だ。ちなみにワカメの新

いコーヒーを入れたり，ラーメンを作ったり，

芽も 3 月に海で刈ってきては冷凍庫に保存し，

時には鍋を作ったりして楽しんでいる。現在私

年中食している。芹は鰹節を振りかけたおひた

は香川県の高松に単身赴任の身だが，私の帰っ

しで食べるのがほろ苦くて良い。タラの芽は八

て来れない時にでも勝手に集まって，畑の水遣

百屋で売っている棘なしよりも，野生種で棘が

りなどしてくれている。この 3 人以外にも，懇

ある方が天ぷらにははるかにおいしい。ワラビ

意にしている MR さんが東京や大阪から新幹線

も少量の重曹でゆがいて，少し硬めの状態で冷

に乗って農業体験に来ることもある。昨年から

凍保存すると年中食すことができる。渋柿は丁

自分の広大な農園を他人に任せてバリ島に移住

寧に皮を剥いて，一度湯通ししてから軒下に吊

してしまった長谷川さんも友の会の古いメンバ

るしている。

ーだ。長谷川さんは前出「漁師」の稿での「遠
出の釣り」の仲間でもある。農園の友の会に決

◆小出農園の友の会
ぶどう農家のおじさんが光森さんだ。何棟も

して現れないのは，おじさんの奥様達と息子達
だ。彼等には完全に無視されているようであり，

温室を持っているが，ほとんど商売にはなって

ある意味で「呆れられている」と言う方が正し

いない。マスカット，ピオーネ，キャンベル，

いのかもしれない。

紫苑などを作っているが，遊びがてらに作るの
で見栄えの良い商品にはならず，1 棟単位でジ

◆農機具のこと

ュースメーカーに売って生計を立てている。農

耕運機は父が使っていたものはパワーがない

作業での力仕事は彼の担当だ。ユンボなどの重

ので新調した。98,000 円のクボタの耕運機で，

機と刈り払い機の名手は，運送会社の元社長の

30 cm 以上深く耕せる。秋に残しておいたモミ

引地さんだ。息子に社長をゆずってからは，好

殻や小切断した稲わら，柿の葉を畑に鋤き込む

きなことを好きなだけしている人である。必要

には十分なパワーがある。父が使っていた古い

なら 10 トントラックから大型ユンボまで何でも

耕運機は鋤刃をはずし，友人の鉄工所でタイヤ

持ってきて，手伝ってくれる。彼等は私とほぼ

に付け替えてもらって，エンジン付き運搬車と

同年齢のおじさんだ。一回り年上の岡山大学工

して使っている。新しい耕運機が 3 年目の冬に

学部の名誉教授も加わって，スポーツクラブの

エンジンがかからなくなった。エンジン付きチ

風呂での裸の付き合いがある。昔はスポーツク

ェーンソー，エンジン付き刈り払い機などエン
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雑草との闘い：戦闘武器一式

ジン付きの農機具の手入れをするようになるき

考えると除草剤は使えない。当初は雑草を手で

っかけだった。使いっぱなしは良くない。しば

むしったり，雑草取り用の鍬(写真8)で削った

らく使わない時にはエンジンの油を抜いておか

りしていたが，エンジン付き刈り払い機(写真

ないと，古い油が詰まりエンジンの不調をきた

8)の使い方が上手になるにつれ，刈り払い機で

すことが分かったのだ。耕運機の鋤刃も使用後

雑草を取る方法を身に着けた。低速回転で野菜

は丁寧に土を落としておく。チェーンソーや刈

の根元まで土と一緒に雑草を削るのだ。最近父

り払い機も切れが悪くなると刃研ぎをする，時

が使っていたらしい火炎放射器を納屋で発見し

にはオイルをチェックする。いずれも一度高い

た。説明書を読むと，雑草の根まで焼ける石油

授業料を払わされると性根に入るものだ。長く

バーナー(写真8)というものらしい。早速灯油

使っていなかったらしい斧では，大変あぶない

を入れ，霧状に噴霧する灯油に着火すると，ゴ

目にもあった。まき割のため斧を振り下ろした

ーという音と共に雑草を焼くことができるのだ。

瞬間に柄が折れて，あぶなくけがをするところ

さすがに父も雑草との戦いにいろいろと苦労し

だった。以来鍬の柄，斧の柄はすべて樫の柄に

ていたことがわかるこの頃である。以前は通り

新調した。

過ごしていたホームセンターの農機具売場が，
最近の私の散歩道にいつのまにかなっている自

日々雑草との戦争が畑仕事だ。健康のことを

分に気が付くこの頃である。

読者の方にはさまざまな趣味をお持ちの方がおいでかと思います。
編集室では本コラムへのご投稿を心よりお待ちいたしております。
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