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はじめに

私の趣味の一つにガーデニング（gardening、園芸）があります。昔は園芸と呼んでいたの

ですが、「趣味は？」と聞かれて「ガーデニング」と答えるほど、今はこの言葉は一般化して

います。（ガーデニングは、1997 年の流行語大賞に選ばれています。）

1996 年の持ち家をきっかけに 1997 年から本格的にガーデニングに取り組みました。

2008 年に「My GARDEN」と題し、この取り組みを本にまとめましたが、今回その後の取り組

みを含め、第 5版として紹介します。
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1996 年夏のMy GARDEN

1． きっかけ

（1） 土とのかかわり

高校までは大分市で過ごし、4 軒長屋の一番端の家に住んでいて、東、南、北に土地が

ありました。北側の土地に花を植えていましたが、ダリヤとグラジオラスが主体で、今のよう

なパンジー、ビオラ、ペチュニアなどは無かったように思います。南側に木々を植え、東の

土地を畑にしていました。畑ではなす、きゅうり、ピーマン、トマトなどを植えていました。土

いじりは大好きで、小学校の授業の続きで自宅に田を作り、稲を植えたのを覚えています。

社会人になって新潟県の中条町（現在は胎内市）の社宅に住んでいた時は、地元の農

家から畑を借り色々な野菜を作りました。畑が広かったことと、ものめずらしさからスイカや

カボチャも作りました。会社から帰ると畑に水やりに行き、また近所の方と取れた野菜を自

慢したり交換したりする毎日でした。

新潟県の新発田市に持ち家をした時は、憧れの芝生と畑を作りました。畑では野菜の他、

金柑、レモンなども植えました。

転勤で海老名市に住むことになり、5 年間は下今泉の社宅に住みましたが、その時はベ

ランダ園芸でした。1996 年に今の家を新築しました。都会での持ち家は、30 坪の土地に 25

坪の 4LDK の建屋、駐車場と小さな庭というのが一般的ですが、新発田市の家が 70 坪の

土地に 37 坪の建屋であったことより、支払いの目途がつく範囲で、精一杯大きな土地（46

坪）を買い、庭、畑を楽しむことにしました。

（2） My GARDEN のきっかけ

1996 年に家を新築し最初の夏に野菜

をいっぱい植えました（写真参照）。サツ

マイモやヘチマまでも植えました。（ヘチ

マはヘチマたわしにして、会社の同僚に

配りました。）夏の間は緑がいっぱいで

賑やかでしたが、秋の収穫を終えると何

も無い庭になりました。それでは殺風景

だということで庭造りを始めました。

1996 年の晩秋から作業を開始し翌年

の春までの半年をかけ、ウッドデッキ、パ

ーゴラ、インターロッキング、花壇、畑など

を造り上げました。土、日曜日は朝早くから庭に出て作業を進め、夕方は暗くなって作業が

できなくなるまで続けました。雨が降ると作業ができずがっかりしていました。材料は厚木の

ホームセンター「ドイト」から購入し、ドイトの貸出し運搬車を使い国道246 を何度も往復しま

した。

（注：庭は東側の2/3 を庭に、西側の1/3 を畑にしていますが、以下 2/3の庭の部分を「My

GARDEN」と呼びます。）
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2． My GARDEN

（1） My GARDEN のレイアウト

図 1に 2020年 2月までの敷地のレイアウトを示します。南北の4m道路に挟まれた長方

形の敷地です。西側の隣家との間隔は2mで近接していますが、その他の方角は隣接物が

なく開放感があります。建屋はできるだけ北側に設けたので、南側に 13．5 坪の My

GARDEN と 6坪の畑を設けることができました。My GARDENは、建屋の居間と駐車場に設

けた出入口から入ることができます。

（本来は北を上にして図を描くのですが、いつも家から My GARDEN と畑を見ているので、

南を上にして描いています。）

図 2に 2020年 2月までのMy ＧARDEN と畑のレイアウトを示します。最初は庭全体をこ

のようにしようという計画は無く、「ウッドデッキで、花を見ながらコーヒータイム」に憧れて、

最初にウッドデッキを造りました。その後パーゴラ、インターロッキングというように、一つで

きると次は何にしようかと考え、次から次へと造り続け、半年かけて今の姿の My GARDEN

と畑を造りました。

建屋の居間に面してMy ＧARDENが、食堂に面して畑があります。My ＧARDEN と畑の

境には「ラティスフェンス」を設けています。My GARDEN にはウッドデッキ、インターロッキン

グ、インターロッキングの真上にパーゴラ、レンガで囲った4つの花壇があります。その他の

場所は当初は芝生でしたが、今はレンガを敷きレンガの間に化粧砂利を敷き、雑草の発生
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を防止しています。ウッドデッキにはテーブル、椅子、パラソルを置います。インターロッキン

グの上には鉢やプランターを並べ、パーゴラではハンギングポットを吊るしています。尚

2020 年 2 月に、花壇 3 と花壇 4は駐車場に変更しました。（別冊「日曜大工/DIY」参照）

畑にはレンガで囲った 5 つの畑があります。通路は靴底が汚れないように、ここも化粧砂

利を敷いています。隅にスチール倉庫を置き、スコップ、鍬、レーキなどの用具、養土、肥料、

鉢類をしまっています。

写真は 1997 年の春に完成した時のものです。通路全面に芝生を植えましたが、後述す

るように、今はレンガや化粧砂利を敷いています。

My GARDEN と畑の全景（1997 年）

図 2 My GARDEN と畑のレイアウト
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（2） ウッドデッキとパーゴラ

ウッドデッキの制作方法はドイト発行の月刊誌やパンフレットに載っています。ただし、そ

れらは基本的なものなので、それぞれの土地に合ったウッドデッキは自分で寸法を決める

必要があります。私の家でも居間側にエアコンの屋外機があり、それを避けるようにウッド

デッキを造りました。

材料は一般的に 2×4（ツーバイフォー）材と呼ばれるもので、2×4、4×4、2×6 などの材

料があります。4×4は柱に、2×4は床板や床下の根太、横木、2×6は幕板、手すりに使い

ます。回りの囲いはラティスと呼ばれるもので、造った頃は枠に入ったラティスはありません

でしたので、格子状のラティスと周囲の枠材を購入し、自分で大きさを決め組み立てまし

た。

材料の種類は屋外設置を考慮すると、腐食に強いアメリカンレッドシダーと呼ばれる杉材

がベストですが、私の場合材料の種類に対する認識が無かったこともあり、安価な SPF 材

を使用しました。SPF 材はツーバイフォー住宅の構造に使うもので、通常は風雨にさらされ

ることがないので腐食しませんが、ウッドデッキは風雨にさらされるので腐食します。7、8 年

はもちましたが、その後は腐食部分を部分的に修復しています。

腐食防止には油性のシールステンを塗っています。シールステンは何度も何度も塗るの

で塗るたびに色が濃くなり、写真のように当初は明るいブラウンが現在はこげ茶になってい

ます。

花壇 2花壇 1

花壇 3 花壇 4
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製作に当たっては水平出しに苦労しました。図 3 のように透明のホースの中に水を入れ、

水の表面で水平を出しました。一人ではできないのでその都度長男の手を借りました。

パーゴラ、インターロッキング（2007 年）完成したウッドデッキ（1997 年）

ウッドデッキとパーゴラ（2007 年）

長男と作業

ホース
土台

水

図 3 水平出し
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（3） 日曜大工とガーデングッズ

趣味の一つに日曜大工があります。福岡市に下宿していた学生時代にベッド、スピーカ

ーボックス、アンプやテープデッキを置くステレオボックスなどを作りました。スピーカーボッ

クスを作るのは当時の流行で、良い音のために厚い板で大きな箱を作りました。近所に居

たおじさんに鋸を借り 2cmの合板を切り、切り終わった時には鋸の歯がダメになったのを承

知で返却したのを覚えています。

娘が 4、5 歳の時娘のベッドを作りました。大人も寝られる本格的なものです。息子には

折りたたみの勉強机を作りました。

My GARDEN を造り始めてからはウッドデッキ、パーゴラ、ラティスフェンスを造り、他に

色々なガーデングッズを作りました。電気のこぎり、電動ドライバなどの電動工具は一通り

揃えています。

カントリーチェアー 木馬 花車

フラワーボックス フラワースタンド ラティススタンド 鉢スタンド

ハイバックチェアー

ガーデンテーブル カントリーベンチ
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（4） My GARDEN の 7 つ道具

スコップ、鍬、レーキ、ふるい、鎌、剪定鋏、

移植ゴテなどを持っています。ふるいは自作

のもので、バーベキュー用の角網の周りに側

板を取り付けたものです。赤玉土の中玉が通

過する網目です。ふるいはコンテナにちょうど

入る大きさで、ここに鉢やプランターの古い土

を入れてふるい、黒ポット内の土と古い根を

除きます。

（5） 芝生の失敗

ゴルフ場や公園の芝生の素晴らしさに憧れ庭に芝生を植えがちですが、その維持に

並々ならぬ苦労があるのを知りません。植えて 1、2 年目はその緑に感動するのですが、年

が経つと維持に大変苦労します。雑草取りや芝刈り、境界部分の根切り、はげたところの

修復など大変な作業です。人が歩く箇所は必ず芝生が痛むので、人の歩く箇所は芝生を植

えないほうが良いでしょう。下の写真は、芝生をレンガと化粧砂利に入れ替えたものです。

（6） 紅カナメの剪定

1997年にMy GARDENを造ったとき、東側の隣家の境に目隠し用として紅カナメ（レッドロ

ビン）を植えました。最初は幹の太さが小指ほどでしたが、今では直径 5cm ほどに育ってい

ます。育つとともに伸びた枝の剪定が必要になりました。

当初は「剪定ばさみ」で切り揃えていましたが、2012 年にマキタ製の剪定バリカンを買い

ふるいとコンテナ

芝生をレンガと

化粧砂利に替
えました。

人が歩く場所の芝生

を、レンガと化粧砂利
に替えました。
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剪定した紅カナメ 剪定バリカン（マキタ製）

ました。30 分ほどで剪定は終わるようになりましたが、剪定した枝や葉が周囲に飛び散る

ので、これの後片付けに時間を要するようになりました。

（7） 雪の中の My GARDEN

1976 年から 15 年間新潟に住んでいたので、

雪には慣れています。1991 年に神奈川に転

勤になり、海老名に住んでいます。神奈川に

住んでいて、冬季に 1、2 度まとまった雪が降

ります。雪が降るときは、雪の重みでパラソル

が壊れないように予め閉じています。

（8） 修復

自作のMy GARDENも年数とともに老朽化します。老朽化の主の物と修復内容は以下の

通りです。

（a） ウッドデッキ、パーゴラの木材の腐食、あるいはアリによる食害

ウッドデッキとパーゴラの柱部分は地表に

近いため、アリに食べられる食害を被ります。

柱は腐食に強いアメリカンレッドシダーを使っ

ていますが、10 年を超えるとアリによる食害

を被ります。2012 年に柱を交換するという大

規模な修復を行いました。

ウッドデッキの床や、パーゴラの横木は風

雨により腐食します。ウッドデッキの床は、腐

食した部分を張り替えます。パーゴラの横木

雪の中のMy GARDEN（2014 年）

横板を取り換えたパーゴラ
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パーゴラに吊るしたハンギングポットと

インターロッキング上の鉢

玄関

は 2011 年にすべて交換しました。

（b） レンガ上の青カビ

レンガ上の青カビは、当初はたわしで擦っ

て落としていましたが、大変労力を要しまし

た。

2012 年に高圧洗浄機（ケルヒャー製）を買

い、これで洗浄すると容易に落とせました。高

圧洗浄機は、ベランダの床洗浄、家の壁洗浄、

網戸洗浄、車洗浄などに使っています。

3． 庭と花

（1） 花の植え方

野菜は地植えですが草花は地植えと鉢（又はプランター）植えを行なっています。鉢植え

は土の無いところでも開花させられる、場所の移動が簡単というメリットがあります。鉢やプ

ランターは、インターロッキングの上や玄関のタイルの上などに置いています。玄関には常

に開花した花を持ってくるようにしています。パーゴラにはハンギングポットを吊るしていま

す。

地植えのメリットは草花が長持ちする、大きく育つ、保水力が大きいので水やりが楽など

です。デメリットは場所の移動ができないことで、例えばチューリップを植えた場合、植えて

から発芽、育成期間中は花のない殺風景な状態が続くことになります。

（2） 寄せ植え

寄せ植えとは一つの鉢やプランターに複数の植物を植えるもので、植物の色々な種類、

形、色を楽しむものです。一方向から楽しむものと、どの方向からも楽しむものがあり、それ

ぞれで植物の植え方が異なります。基本は後を高く、前を低くすることです。一方向から楽

高圧洗浄機（ケルヒャー製）
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コニファー、白妙菊、

パンジー、アリッサム

ゴールドクレスト、

ペチュニア

しむものは、一番後ろの場所に背の高いものを植え前に低いものを植えます。例として後ろ

に白妙菊、前にペチュニアを植えます。どの方向からでも楽しむものは、中央に背の高いも

のを植え周りに背の低いものを植えます。表 1 に適した植物を示します。一方向から楽しむ

ものは、後ろの植物の代わりにトレリスでも見栄えが良くなります。

表 1 背の高い植物、背の低い植物

背の高い植物 背の低い植物

ゴールドクレストなどのコニファー

白妙菊

トレリスも可

冬：パンジー、ビオラ

夏：ベゴニア、ペチュニア、日々草、

インパチェンス、アリッサム

（3） つるし飾り

つるし飾りは空中や壁に飾るもので、地表を使わないので多くの花を飾ることができます。

以前はウッドデッキの壁（ラティス）にも掛けていましたが、毎日の水やりでウッドデッキの柱

や床が腐りやすくなるので、今は止めています。

ハンギングポットによるつるし 紅カナメにつるしたポット
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（4） 珍しい花

冬のパンジー、ビオラ、春のチューリップ、夏のペチュニアなどは一般的な花ですが、珍

しい花があります。写真は My GARDEN での珍しい花です。

（5） 改良種

こんもり茂って多くの花を付ける、花びらの数を増やす、雨に強いなどの改良を行なった

改良種が販売されています。最近は日々草、インパチェンス、コリウスなども改良種が発売

されています。元の花の苗が 100 円前後に対し、改良種は 300 円前後と高価です。

時計草 ライラック

オリズルランつゆくさ ねじり花

ホテイアオイ ハクチョウゲ 月桂樹

ローズマリー ヒイラギ 蚊蓮草

カルミア
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表 2 改良種

№ 改良種 元の花 補足

1 サフィニア ペチュニア 雨に強いように改良されています。

2 花手毬 バーベナ

3 エンジェルイヤリング ほくしゃ 最近は売られていないようです。

（6） 草花の増やし方

草花は種で育てるのが一般的ですが、種の場合は育成に時間がかかる欠点があります。

挿し芽、株分けは成長した状態で根付くので、成長も早く花も早く楽しめます。サフィニア、

花手毬、ポーチュラカは 1、2 株買ってきて挿し芽で増やすのがお得です。

表 3 花の増やし方

№ 増やし方 名称

1 挿し芽 花 サフィニア、花手毬、ポーチュラカ

2 観葉植物 ポトス、アイビー、ブライダルベール、つゆくさ

3 株分け 花 マラコイデス以外のプリムラ、シンビジューム

4 観葉植物 オリヅルラン

（7） 花ガラ摘み

パンジーやビオラ、ペチュニアなどは次か

ら次へと花を咲かせます。パンジーの場合50

～100 の花を咲かせます。花は開花すると子

孫を残すために受粉し種を作ろうとします。

種を作るために栄養が種に向かいますが、

花ガラを摘むことにより種に行く栄養が花に

行き、結果として良い花になります。良い花を

楽しむためには花ガラ摘みをこまめに行いま

す。

別の話になりますが、花ガラ摘みなど花の世話を行なうと、脳内モルヒネが発生し気分

が良くなると共にストレス解消、健康増進に効果があるということを、本で読んだ覚えがあり

ます。

サフィニア 花手毬 エンジェルイヤリング
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鉢植えのヒイラギ

（8） 花の植え替え

私の花の植え替え方法を紹介します。まず地上の植物部分を捨てます。黒ポットで買っ

てきた苗の場合、黒ポット内の土は再使用しないで捨てます。黒ポット内の土に含まれる栄

養分は、植物によって吸収されつくしたと考えるからです。鉢やプランターの場合、培養土

は自作のふるい（8 ページ）でふるって培養土内に伸びた根を取り除きます。ふるった培養

土に中玉の赤玉土、腐葉土、化成肥料をまぜ再使用します。ただし、再使用する培養土も

2、3年経ったら捨てるようにしています。地植えの場合は苦土石灰と化成肥料を撒き、周囲

全体をスコップで耕します。その後新しい苗を植えます。

（9） 木について

木には低木、中木、高木があります。育ったときにどの

高さまで成長するかで区分しています。これを知らないで

木を植えると、将来大変なことになります。木は通常苗木

又は幼木を買ってきて植えます。複数の木を植える場合、

左右のバランス、前後のバランスを考えて植えるわけで

すが、低木、中木、高木を意識しないで植えると、木が育

つにつれてバランスが崩れてきます。前に植えた木が後

ろに植えた木より大きくなるなどです。

観葉樹として馴染みがあるものにゴールドクレストが

あります。鉢植えで売られていて、生育につれて鉢の大

きさを大きくして育てます。鉢植えの場合生育は遅いの

ですが、地植えにすると生育が早くまた大きく育ちます。

3m、4m に育つことになりますので、このゴールドクレスト

を地植えする場合は注意が必要です。クリスマスツリーと

して使うもみの木もしかりです。これらは鉢植えで楽しむ

のが良いと思います。

木は地植えにすると大木になるという理由から、My GARDEN では隣家との境のレッドロ

ビン（紅カナメ）と、花壇後方の木（コニファー類）を除いては地植えをしていません。My

GARDEN での鉢植えの木は、もみの木、ヒイラギ、月桂樹、姫シャラ、ライラック、ヤマボウ

シ、ゴールドクレストなどです。

図４ 花の植え替え

地上の植物部分 黒ポット内の土

培養土

鉢

培養土内に伸びた根
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幸福の木の花

（10） サボテン

25年ほど前に会社の同僚からありきたりの

サボテンを頂きました。今もすくすく育ってい

ますが、もらってきたものが親とすると子も育

っています。今は親 1 鉢、子 5 鉢で毎年花を

咲かせます。自然の神秘でしょうか、同じ頃

からつぼみを持ち始め、たった一晩で一斉に

開花します。開花を楽しむためその日は家に

入れますが、夕方から開花を始め夜中に綺

麗に咲き、3 日目の朝には皆しぼんでしまい

ます。

（11） 幸福の木（ドラセナ）の花

竹は開花すると枯れるといいます。普段花を持たないものが、何かの理由で枯れそうに

なると、子孫を残そうと花を持ち、種を作るのだと思います。

50cm ぐらいの背丈で買ってきた幸福の木がすくすくと育ち、数年かけて私の身長を超え

るほどになりました。大きくなるにつれて鉢も大きくしていたのですが、室内で育てていたた

め、ある時期からは鉢は変えずそのままにしていました。

あるとき先端からスルスルと茎が伸び始め、あっという間に立派な花を持ちました。純白

の大変綺麗な花で、しかも百合のような香りを持っていました。帰宅すると玄関でも、奥の

部屋からプーンとにおう強烈な香りでした。これも受粉の手伝いをする昆虫を呼び寄せる技

でしょうか。その立派な姿と強烈な香りを振りまいた後花は枯れましたが、しばらくすると本

体の木も枯れてしまいました。

（12） はからめ

「葉」から「芽」がでることから「はからめ」とも呼ばれます。我が家には 2 つの「はからめ」

があります。「セイロンベンケイソウ」は葉を水に浮かせておくと葉の端のくぼんだところから

芽が出て、水中には根を伸ばします。ある程度大きくなったら、芽と根の部分を切り取り土

に植えます。
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「コダカラソウ」は葉の端から芽が出てそれが地面に落下します。落下した芽は土に根を

伸ばし大きくなります。

（13） ゴジカ

横浜市都筑区の「都筑民家園」に 2012 年 7月に行ったときに、ゴジカの種を頂きました。

早速種を蒔いたらすぐに発芽し、9 月には開花しました。艶やかな綺麗な花です。難点は開

葉から芽を出したはからめ 芽を鉢に植えたはからめ

はからめの花先端に花を付けたはからめ

葉の周囲に芽を付けたコダカラソウ 芽が大きく育ったコダカラソウ
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ゴジカ 水に浮かせたゴジカの花

1～2mになる紅葉葵 紅葉葵の花

花後 2 日目には落花することです。落花した花は活き活きしているので、水に浮かべて鑑

賞しています。

開花したので早速、写真と礼状を「都筑民家園」に送りました。その際「紅葉葵」の種を同

封しましたが、民家園に植えることを検討する旨の連絡を頂きました。

ゴジカ（ウィキペディアより）：

熱帯アジア原産の多年草で、日本では春蒔き一年草として扱います。葉は鋸歯があって

細長く、花は橙色で直径4cmほどの両性花で、夏から秋にかけて咲きます。昼ごろ開いて1

日でしぼむので、午時花といいます。

（14） 紅葉葵

母が種を送ってきたので植えました。宿根草で1年目は1m程度の高さで花を持ちました

が、2 年目は 2mほどの高さになったので、倒れ防止のために周囲に枠を作りました。

華やかな花で、目を楽しませてくれますが、これもゴジカ同様に 2、3 日で落花します。

紅葉葵（ウィキペディアより）：

北米原産、アオイ科の宿根草です。紅蜀葵（こうしょっき）とも言います。背丈は 1.5～2m

くらいで、ハイビスカスのような花を夏に咲かせます。
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玄関のミニ観葉植物 2階の部屋の観葉植物

カポック マジナータ 幸福の木

ポトス 金のなる木 ミニヤシ

4． 観葉植物

花は開花しているときにしか楽しめませんが、観葉植物は葉を見て楽しむため、一年を

通して楽しめます。見て楽しむポイントは、植物全体の姿、葉の形、葉の色、葉の模様など

です。寒さに弱い種類が多いので、我が家では屋内で育てている物が多くあります。また、

春から秋までは庭で育て、冬季は屋内で育てている物もあります。

（1） 屋内の観葉植物
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サンセベリア ガシュマル オリヅルラン

カポック

（1991 年の転勤時に、新潟から持ってき

たものです。）

ヘデラ（アイビー）

ビニール温室

（2） 庭の観葉植物

ウッドデッキ上に小型のビニール温室があり、冬季のみビニールを掛け寒さ対策をして

いる物もあります。
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5． 畑と野菜

（1） 畑

居間からウッドデッキに出て、ウッドデッキを下りて畑に出ます。靴底が土で汚れるのを

嫌い、写真のようにレンガで畑を囲い通路を設けています。通路は、最初は芝生を植えまし

たが、後述のように途中から化粧砂利を敷いています。

これまで色々なものを植えましたが、最近は上手く育つものを中心に春から夏に植えて

います。上手く育つという他に、無農薬志向なので病気や害虫に強いというのも、植える野

菜の選定のポイントです。表 4 にこれまでに植えた野菜を示します。台所から出て直ぐに収

穫できるので、薬味関係のものが大変重宝しています。

表 4 家庭菜園

№ 種類 野菜名

1 実 きゅうり、なす、ピーマン、ミニトマト、ししとう、ゴーヤ、インゲン、

枝豆、おくら

2 葉 モロヘイヤ、スイートバジル、小松菜、ほうれん草、サニーレタス

3 根 玉ねぎ、にんにく、メークイン、キタアカリ、人参、かぶ、サツマイモ

4 薬味 細ねぎ、唐辛子、青じそ、パセリ、山椒、みょうが

メークイン畑の全景

なす、きゅうり、ピーマン インゲン 枝豆
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（2） 野菜の花

野菜はその食べられる部分に着目しますが、花は以外と綺麗です。ただし、結実のため

の開花なので開花の時間は短く、アッという間にしぼんでしまいます。部屋から見える畑な

ので、野菜の花も楽しんでいます。おくらの花は特に綺麗です。

（3） 先祖返り

植物は改良されてできたものが多く、ピー

マン、ししとうは、元々は唐辛子でした。品種

改良で味、形が変わっています。通常の栽培

環境ではピーマンはピーマン、ししとうはしし

とうとして育ちますが、肥料不足などの特殊

環境では性質が変わることがあります。ししと

うが唐辛子になったりします。これは 2、3 度

経験していて、ししとうの天ぷらを食べたら唐

辛子のように辛く、食べられませんでした。こ

のような現象を「先祖返り」と呼びます。

ミニトマト メークイン にんにく

なす ピーマンミニトマト

キタアカリ おくらインゲン



- 22 -

フェンスに絡ませた

ブラックベリー
花 黒くなると食べられます

収穫した実 自家製無添加ジャム

ミニトマトを植えた時は、ミニではなく普通サイズのトマトが数個収穫できました（写真参

照）。これも先祖返りでしょうか。

（4） ナメクジとの戦い

My GARDEN の草木に害虫がついた場合はオルトランなどの農薬を使いますが、畑は一

切農薬を使いません。我が家で出てくる害虫の一つは、土の中にいる何か（蛾？）の幼虫

です。春苗を植えて元気に育っているなと思ったら、ある日突然ばたっと倒れることがあり

ました。地中の幼虫が根を食べているようです。春の苗植えの前に土を耕すと、3cm ぐらい

の幼虫が多く出現しますので、必ず駆除するようにしています。

もう一つはナメクジとダンゴ虫です。これらは新芽をかじるようです。ナメクジは枝豆の新

芽をかじり、朝見るとかじられた所は茶色になっています。毎晩 9 時ごろ懐中電灯を持って

畑に出て、ナメクジとダンゴ虫を駆除するのが春から夏にかけての日課になっています。

（5） ブラックベリー

誰しも食べられる果実は大好きです。柿、みかんなど色々な果実がありますが、これらは

植える場所を広くとります。また肥料やり、消毒も大変なので、小さな庭での家庭栽培は不

向きです。

庭の周りにアルミフェンスがあり、これに絡ませると場所が要らないということで、ブラック

ベリーを植えました。ブルーベリーは皆なじみがありますが、ブラックベリーも捨てたもので

はありません。熟した実は冷たくして食べると大変美味しく、またジャムにしてヨーグルトに

かけて食べると最高です。ミキサーにかけ、ザルで網ごしをして種を取り除きます。なべに

入れ適量の砂糖と煮詰め、冷やした後瓶詰めにしてジャムの完成です。友達に上げて大変

喜ばれました。防腐剤は使っていませんので、多くできた場合は冷蔵庫で凍らし、食べると

きに表面を削り取ってヨーグルトにかけています。
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（6） サニーレタス

畑に植えたサニーレタスは、大きく成長した時点で株

ごと収穫するのではなく、根元の方の葉を、食べる量だ

け収穫するようにしています。この収穫方法を繰り返す

と、根元には葉が無く上の方だけに葉がある、写真のよ

うなサニーレタスになります。

写真の右下の2つは、植えたばかりの「サニーレタス」

の苗です。

（7） グリーンカーテン

昨今「グリーンカーテン」が話題になっています。グリーンカーテンの候補として、ゴーヤ、

朝顔、ルコウソウ、ひょうたんなどがあります。2011 年、2012 年にゴーヤのグリーンカーテ

ンを作りました。地植えのため、大きく育ち 2階のベランダの手すりまで到達しました。

2011年は大きなゴーヤが129本収穫でき、友人にも食べて頂きました、2012年は「連作」

のため、形は小さく、大きくなる前に赤く熟れてしまいました。2013 年は、朝顔でグリーンカ

ーテンを作りました。

朝顔（2013 年）ゴーヤ（2011 年）

大きく育ったサニーレタス
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（8） 畑に不向きな野菜、他

家庭菜園では畑の広さが狭いため、単位面積当たりの収穫量が多いことが重要になり

ます。また家庭菜園の特徴の無農薬を生かすため、病気や害虫に強い植物が適切です。

後述する連作も問題で、連作を避ける輪作を計画だって行うことも重要です。

（a） 連作と輪作

毎年、同じ場所に同じ野菜（あるいは同じ科の野菜）を栽培することを連作といいます。

そうすると、その野菜を冒す病原菌や有害虫が多くなったり、土壌の中の養分が不足したり

して、野菜の生育が悪くなります。これを連作障害といいます。とくにナス科やウリ科、マメ

科、それにアブラナ科の野菜は連作障害を起こすので、注意が必要です。

野菜の連作障害を防ぐには、ひとつの野菜を同じ場所に栽培しないことです。連作を嫌う

野菜は野菜によって異なりますが、作付けの間隔を１～5年間空けます。

（b） サツマイモ

単位面積当たりの収穫量が多いことという観点では、サツマイモは地上の葉が付いた茎

を長く伸ばすので、家庭菜園では不向きな野菜です。我が家はレンガで囲った 5 つの畑が

ありますが、写真のように隣の畑まで茎を伸ばしています。収穫時葉の付いた茎を処分し

ましたが、その量は 45ℓのビニール袋で 4 袋になりました。 

（c） へちま

我が家を新築した 1996 年に、面白半分に

へちまを植えましたが、その葉と茎が伸びて

伸びて、外構のメッシュフェンスを覆ってしま

いました。その伸び具合が半端で無かったの

で、以後へちまは植えていません。

このときへちまの実は10本ほど取れました

が、へちまたわしを作り会社の同僚にお上げ

しました。

隣の畑まで伸びた茎と葉 収穫したサツマイモ

外構のメッシュフェンスを覆う葉と茎
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6． その他

（1） X’mas 飾り

12 月になると我が家では X’mas の飾りを行います。屋内では X’mas ツリーと X’mas リ

ースを飾ります。

屋外でも X’mas の飾りを行います。玄関のゴールドクレストには赤のリボンを取り付けま

す。パーゴラにつるしている人形には、サンタクロースのお面を取り付け、傍の寄せ植えの

コニファーには星の飾り、赤リボンをとりつけます。

（2） 正月飾り

玄関の門扉に門松風に飾りを取り付けま

す。飾りは、松ぼっくりの付いた松、センリョウ

からできています。（残念ながらいずれも 100

円ショップで買った造花です。）

（3） ミズゴケ箱

長男は農業大学に進み、卒業論文は「ミズ

ゴケ」に関してでした。その関係で、学校から

ミズゴケをもらってきて、自宅で育てていまし

た。最初のミズゴケ育成箱は長男が作りまし

たが、数年の使用で腐食したので、次（写真

の育成箱）は私が作りました。

ミズゴケはステンレスの網の上に置いてい

て、根は下の水に接する構造です。水の中に

は黒メダカが育っています。自然の栄養が豊

富のためか、メダカは元気によく育ちます。
ミズゴケ箱
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モズのハヤニエ（獲物はトカゲ）

（4） モズのハヤニエ

モズは捕らえた獲物を木の枝等に突き刺し

たり、木の枝股に挟む行為を行います。秋に

初めての獲物を生け贄として奉げたという言

い伝えから「モズのはやにえ（早贄）」といわ

れています。冬の食料確保が目的とも考えら

れますが、そのまま放置することが多く、はや

にえが後になって食べられることは割合少な

いそうです。

写真は我が家のライラックで見つけたモズ

のハヤニエです。後になって食べられること

は割合少ないそうですが、我が家のものはモ

ズが後日食べたのを、たまたま目撃しました。

（5） 苔ボール、他

植物は土以外でも育ちます。土以外の代表的なものは苔です。苔を丸め、穴を開けた苔

ボールが市販されていますので、ミニ観葉植物を植えます。苔の他には水がありますが、

水の場合はハイドロカルチャー栽培が一般的です。これはハイドロボールという高温で処

理した人工軽石を使うもので、これを使うと茎が固定でき、また根もこのハイドロボールの

隙間に入り込む状態になるので植物がしっかり固定されます。他には軽石に穴を開け鉢に

して植物を植える方法、また土、水を必要とせず空気中の水分だけで育つエアープランツ

などもあります。

ハイドロカルチャー（ポトス）苔ボール（トックリラン） 軽石（プラミ）

エアープランツ
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餌を食べに来るスズメ 水を飲みに来る野バト

カマキリ アブラゼミ コガネムシ

カエル① カエル② おんぶバッタ

ミズゴケ箱内のメダカ スイレン鉢のメダカ メダカ鉢のメダカ

（6） Ｍｙ ＧＡＲＤＥＮの動物

My GARDEN で見られる動物を紹介します。

＜余談＞ ツバメの巣作り

我が家の東側の隣家の玄関先には、ツバメの巣作りに

適切な場所があります。過去 2 度ほどツバメが巣作りに

現れましたが成功せず、2014 年に初めて巣が作られまし

た。5 羽の子が産まれ、元気に巣立って行きました。
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犬 亀 アヒル

ワニ 猫 亀とカエル

（7） 動物の置物

動物の置物が市販されていますが、これを庭に置くとまた楽しくなります。My GARDENで

の置物を紹介します。

（8） ドイトの月刊誌で紹介

（a） 1998 年 10 月号

ホームセンターのドイトは、DIY（Do It Yourself）のノウハウ紹介や商品紹介のために月

刊誌「ドゥアイ」を発行しています。

中に「読者からのお便り、DIY Letter」があり、読者の作品を紹介するページがあります。

これに私の作品紹介を応募したら、採用され載りました。
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ドゥアイに載った記事

（b） 1999 年 4 月号

1998年10月号の記事で「ウッドデッキ」の記載が

あることより、このウッドデッキをドゥアイで紹介した

い旨の電話があり、写真を送ったら採用ということ

になりました。電話でインタビューがあり、色々聞か

れるままに返事をしたら下に示す内容になりまし

た。

色々な方の作品紹介があると思ってドゥアイを見

たら二人だけでした。掲載場所はドイトの商品紹介

のページの先頭で、要は宣伝に使われたという感じ

です。「ドイトの DIY 材料を使うと、私のウッドデッキ

のようなものが造れますよ。」という内容です。宣伝

に利用されたのですが、全国紙に載ったのだから

良しとしています。
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「朝日シティーニュース」に載った記事

（9） 朝日シティーニュースに掲載

「朝日シティーニュース」というタウン紙があり、月2回県央地域の朝日新聞に折り込まれ

て配布されます。ミニチュア工作の「茶室」で取材を受けたここが縁で、ガーデニングも取材

を受け、以下の記事が 2012 年 4 月 4 日付の朝日シティーニュースに載りました。
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