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ブtぜ bと しによ|)分 互ぃので薄tカ バ じ́めうようにつつため呼のなす。したがヽ
てこれ、な ,セ 混じろめ

『
しありま七んがク1く ヒも3鷹財復ぐ

tら いは使いたいヒ思
ぃます。上うしゎれに桐生けも在ん手すが、凛う1界に感ひらず引こぞ,んってアタあきt

´

ゝ
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こ†Jl)れ ばりうttん。や貝魔n彎 ヒんどの桐生″ケけミゲンが夕を鮒 為 tて か)そ の

il[::[l:〔 ilをi:i::iti■、:]「1クタiilη;i(1:,1

1李 }滞 [亀桑生ゲFFI∫ iを 1√ :[じ
う∩もや列員のtnlす業ルモ42,(殆争〕

`り、ゥだん左材蒲煤上に■ってい諄゙ こにバ

″t、 のです。ビリtて tキ ヌ及の扁業上tそのす]准勤のでしたらフ′じイでカミリ1人

下のさノンしかし`l夜うよりにしまtェ ク.

t(基本的η用上博赤玉ヽ上t主体に住沸量のメ～7制 ヒ(ま す。上復の庇ラフ土が
｀

,1:ll嚇 F｀謬1:,[猪li暮 171ダ赫ハ♂駆iほ鰍:ギ

tい 。馨引〕こ生えて、ヽろものだら上うしのうのに宅%f′ルと多めに入れて下さい。′ユ

地に生んてぃろt/の ■ら上謗ιの観捨にヒらわれす)物上のにゴケの写量規夕でよく

鶴 鶏 結物′献振却嵯 干置き肥して各 ″い 十分です。つば に工 毬 ベ

tせ ていたぼきます力V模業に痛気が獣たからヒ濯歯利tむ ヤンに侑;聯 |つ のけて
めた方がよtヽ ヒl感 ぃます。殺歯刺の中にはタクでも殺虫効賜 あうウのがあるがら
で、七,が くの伺らがダメに0,て し

'り

ことがあり3す 。

2草セ1断

“

栄すЪ∩應剰t卜 率がら割催震髪んじん棋能で`イテ簿うのが狸杞的でこの時

期に雄環LA来たしのほ引こゴリで晟をくうルιガリ|ざ′1界 にりっていうしのはじ多う

んワゼ`ッタイズにみフてい3う のも各に芽バのくまでに植ん込片之可れば'た丈大て・す。

たん込みは彪■組iiy'の でしたら濶 口ヾ方にあばれていそもそのメ
'旭

ルられ,す

が、外施たにすら場合には湖墜よく九クて始tヽ ていう土tよ くうんい,各 tて 下れヽ́

:ili:よλilll:マ ;:lll〔 ;::`::[|:`1;?[り}ス

はイ]]ホ;Lセ切りずてlLが ら耀lぬ a卜 ます。

他たし R`土 は前卜Eべ たしに ド ア:外誰 摯 確 1著 簿 轟絶ん込む

円土ttぅ に、卜うってバトヤ ィヽトれにケけて下さ、ヽ。A図のように自単に権んらか

゛) (3) 3～ミリ(3に鉢の

場6)
llお1税

りものIな 平地たのレのでう。 3図のように絶んもんだすがよく虫尺ろt/の はあガ地

で孝集したものヒ単純に芳んていんだい

l常lλ漂

｀

lL絆I漁λi71ち :F彎君「 ).んぢ方がAl・ ル てヽ通員llLが よく好11震消

，

紅
ヨ

裁̈赫喝リ

ー

ｏ

Э
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浄藁ibPょ
産

l:;は

象のすし槙1ぁ 駄のよく嘔泌細の上で畑佑してもらえば才理

タイフ`リオうギ'シロウマオウギ (マ〆タキ)

中η日本t主 産地及が特産地ヒすo右宣物で{名 山才原に負生鮭意う。左引しでのん却
庫η～8日 ですが孝地では5月 ヒgり ます。ヽ`ず木も〃俎ォした庭旭ん(ロックが
一デン)し ttね誌嗜恋ネきすが併堪んに|す 不旬 t■植物,

クララ (マ メチ■)

自星先行サf泉襲ilち る1な:著:L}l管t:若 lち曾:]駈 梶7':[il、
デ ガニヽ鉢でもいヒ執死応むブタ

｀
しい。一つハ本琺 ししてグさが″～4θ 測 立あうげ

ĺι ビ'ン のコンテナーぁよりIJも ハ之フ・ラ/′ ―のよりに≠」用すれ IJ7′卜層印手にデ7
席できそうでぁぅ。

ミヤヨク
Чサ

~ tマ メチ丹)

夕与卑′籠題1に あう植吻ヒいうことにり,て ぃるがどい一林げ持フておきたしヽ。

芝地t好》、たのを生のワキにでも植んておけ|が
・
勝争にと"んどん広がつていく。ん

も数してい美ししヽθ併左Lんでもよく犠引し,,
アンテンヘキ'(マ メチ斗)

多年卑,7サ マングミとで,て いる人はこの0本植ん乏し、くっt作 ,て おくてぃしヽ,

力量嗜i″ヽヽ仲がた「作で'切 りtり しtう bヒ ワキリヽら新らぃ業ヽがよてくるめで切りし
ビしの時期とずらttぢ lTぽ 2ぐ らいまででわうがい業が業のために用んできう。
ウマ|スス7サ ,オ オバヽウマノスズフサ (ウマノスだクサナ→)

ウマ
'ス

スリサは日本ハ原左でガい|のえ方尋ピにつく自生tて いる。多年生つ多
植物で力辱|||の 日男、こ戸ぁた刃に多ヽ .`堤勁∩レnと孫彙は戯米句いのでイすこの
勁象と捜すヒ良い。オオ/ヾ

・ウマ,ス ス・クすほ力岸ないの山出 下草ヒして著遷しに見
が|夕 う。これら植物はイメ植んにする場合、朝

'貝

用のァ/ド ン七剰円して准,(わ く
ヒ色ぃ,

ムラサキリマン (ケ シ′|)

ヵ、,詣春菅曇13ili:そ澤し、奪
::‖

露irて
おけば'力

tに芽セよt響暮謂花
'す

う。早右
/又 ガ`ラン (ア プ

｀
ラナダ|)

多年草́ 根‖采いのてい移植ゴテがりぃて孫集しにくい。各がら夏にがけてんt咲

″`もつ々 力ヽたぃのだウV一 ~。 ァプラブ合は普通に日各に花t家がせてし1う が、植
物aバ ーナリゼーカ ンt考 んてダイコンの潜子与ど'色力茂渾で修湿処理して右ま
セてに(初見卜開4tt tら れれ|ず これが一るぃいて私はオたていう。すするにκが
囃きttすれば'ぃ ぃのだ力`ら。

C
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L
キジョラン (デザイLfD

a子lLttla瞥 |を伊守ヒまlti`繁](ittば
タト
・

2υtン今)人 上のう本色用たした方力ヾ
ヒtつ までたつてし人t〈 fJら ぅ・ォ糸,P経

晨l_し がイ賃ん■ヽ ,ヽァ ンド・ンス乍りにすつヒ良い。さt本でもが易に老ヤtて 、その
ジら合に|す ビンに,にt入ネ左t2θ しン4程度にt/3つ たものセ入れてお|ケ ぽヤがそれたが
忠てくみ。こ

^ボ籠で庄ユた2汁とすう場合はJくゴリお互んヒtて オ長が'ょ <ズ申びた,午 で
上植んじすぅ。日じflで ザがイこがあろが、これ|す ■ノョう/ヒ |す ち力■ て日当り

のうとヽ ガヽ原トリEね していタタ

スミンのヽヽういう  (ス ミレ介寺)

1手 しんどのものが多坪草。占材もヤリ`ら日当 )`の ょ、ヽ舜原きでtBぜ 1旬伯海レ

:鼻、19北T〔 子;ilξ [:菅flι」な1しl鶴;:1サ台1亀傷i卜

`ず

む
たけビ才ぅt'lnすぅ。口坂んで12月 ぐりいがら花′σκ吹てぃぅしのがたら九3が、
しれス浄サト

“
Fけたはη月に籍与L冤って来しい許でぬとィ乍ってお〈ク/ク ロによい

た方がイ乍りですいがそれでは在草ヒして間lteヵ「′〈|ょ フtし まう。
夕ZLkう ソう (キ ク介キ)

み与葦でヽァザミに似うがアプミヒ嗜Bll。 属であろ。地植んιすればど`こでもでき
うが材植んと

'ろ

揚許)に 博人tめの場本雌 しう。日当りのいt｀ 場Pケ で裁席すう。
ノ7り

‖
さ  (キ ク欲 )

η年卓.承集ttt■ 7ザミけ直根が太〈そのため鉢植んしつう場合この根がじ

[21各チ;77:7み仏:、

,Z:｀ふ|:省

λ
,ウ のであろ。 ドイツアずミはよく

'直

たぅ,

)で ぁろ。

〔参考えべ〕

"生

版 収垢訃植

最新 曰
←一施木外

表筋蝸新

-
アンドン

拗剛と
(うし蔭燿)

立 タ
ん初

(刃し久0戸塚区塀艶オヶノ岬 73~2 千 2年7)

⌒

ψ
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あろオブムンヒの生とい蓼でバラマ
燃十方樹

ず、慇l灘分IttT協憂ば地発聯1輌てヽ たヽのであつ′イ可フ甦力ヽ笙レていううし「

で
Iヤ {』力|!l]illil'身iQ'4マ

号tl`す品星ん1lLし :たな
/コ ツサニー●×夕・ツ/ン 六々 7・ でめ多。

?tで争41;す ;偽し1、で手l寇:[1)彙
｀
,111、 T憩暑

`:|1婁

脅景:l;施禿
tづ ウ,た <尊 いっただ良い所「障サス空ンション潤イ不t生夕晴ん、車島t上 ヴ、アン

9・ ―ザードと姫ぅてわうためダートのム岳弊でぁ
『

1し して走って(れ つt、 あう山

で|ま ソー7° が虚セップってくれたリタリざこうがんいヒブンフ“`ソム,て いう朝にけ

各孝卜1え夕用車より認い働ιあリナす。ノ年前に走行距離′θtt K・L痔憾凍〕でエンジ'

ンも'ヶ ボ々77ソ プしたマつt資し書ん祈卑ら費分R十ゎたが、りに七δ年間t夫
ったためあ,こ ちに,1ヽ t lJたがあヽ (ヽゎ 1)計っヒも穆ttの でもいし月,【 仁面タラえセ

鼻卜Itil質「 量;;,手 )ユl:;lη 11跳蘇 第
|｀ ;:i[Iil,:t:11:

蠣 総:をぎイ乳笠嘉ら鯉ひばぁぅ。ゎれコ位にしいよ
い
まな贅 |じみ升輩}|ム象tに %こんのヤに嗜、えだ珍潟マク融 t孫集¬3茅

第ゞlξ♀li蓄#〔髯え′;ι場藁}ぶ iフ子塩鼻負専l電るL【 i百子;急子;
マムグヒ7カ ム外ハナt噺

“

耗、自アタ丈榊 負でオニ/1・ ソコバ希カミキリ(|♀ りt

彩T争条ζξ勇籍
li£

J√ :lζ t発電子;｀ L【軍ちIサ titt子分ξ彙
``「

亀『
フトぅヵミキリ、ヵスデ吉じシカミヤ1)、 7うメ )ヽ アカゞ キ )`と ミスノすザクチキ

ムシ斉いぅいつま

"れ

、|＼ ■ろキ鎌i神社ていトデァタオタZ久シι薇労昴Rム御 明%
虐辟担色でのオオクワザ90%久れιガ場のり唆であうフクキ(ク トカラ)を

=誅
、ハ

::徴

'颯

1輯 が 低 饒 l下 聯 バ iり 1

C

⊂
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2"x utt cl g t',f L,4") |■0,01●||
♀乏
‐
豪七孝彙二を,七 キ壼砲二菫L ||| 競t溝

いよtげヽ`卜 う`わ多ヒ記う
力ヽ`、 こん♯調)ですtν 女が

株ネみんでoさ 希″
あぅ日本1lα イ家しイテて′ヽ

ムシ∩標かがインロ 拓́卜標

||leeti崎
轟I桑轟轟

ズゝゎヽ
ィliィ傷il、 lil;;゛itl卜 |を は

簿1‐麟lttЪ

だ慮、じして■ていたれであつ
たクィla11絆虫ことし■はリタ

｀

静ル`りつていクラ入の収ろてい

あろ.

呟^癒熟 も終ろうとして     ~~
いう9日噸れくて2人で.移土ムヘコプヤ|｀ 入カミキリt彰菓ド行き、2人 でρ夕勁
瑚して/国≧夕,て いしら、そしへど`うぃうわす力`、水的たがかょっこりな っプ
ャハズt嘲鰤)|・ ;行しいヽ うρ力夕2人が'孫ヮたコプマハス・モλて、2人が'省林っ快
1にならもうい■い■/じ 力`スい諄が'ら

3人τ"淵このヤ∧λっ■ウく。(標島|力ο仇也

点である。)tげ うくして3人 力ヾ車の戸作へしどぅ■身こて涙しらこ、れが'スク́χ_れた力Vε

″、本甫代3みであァた,(イ辞,フノコプマハスマ・あった。))勧 時米附へが孝じ/t

を覚:し考う:イサキ丼115t、夕|)五 :ら合4葛今し,運豫梶ltiFl〔ti
だれあ嶋lじ tた。御〆グ枠いい

鞣窮t,ゑL/彎形喜bt条 :そ 1がらう人で婢を義が梅t、 託烙オす人ン男

雌ilil渫iil禁|「li勤
    ■)::「i長勁県等t夕 t目 り、lal年

3月 迄メ・/夕θラ

脅:早

`'11lllそ

九ガ
『

|ゝ
靱 Lっ た。tて は が,tをぅれ いうれ

■→米青111へ おりてい,て 、ガリt吸リムしたoは じめけ7オ オ付が何吸力`ころが
,あちて、そヵヽ【者く九ぅ千色ゴミムンヵヤがたまってJぇ て引k「こοタル召7々

t″ttへ 哺1ス

な■て一人言といヽ ■ヽがら嘱っていたちたの中がら突然フし7Lと オナうしすら
項がでそtた。こスには濯をしおしろくて吻、お面白ぃやら、Lれが颯tつ 夕`ウうに

つ参ヒ何巳し本方ラをつ写tたこっけい司のは燿が供タルだよネ′ヽ ヽ しヽ 嗽ヽ力`t｀

つイルヒ屠、しちこれほの,し くttヽ Lぅ だ″水暉守免℃仏哺糸幻4σしにイ立博■八■吸

濃 導
Э

Э
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フていた とこうがわがなっていう着う`ら黒、、たこつゴミヘシ?が こうがりあゥ

〕員[|、

``:轟

1)1lλ 糟じζ負場
7刀 力゙布オサムン/び

11つ いか。一唯}考 ん
|がったバ、かず孝ビンにXれてがら本附

んにいおり 、`ヽうまいが考んけが'う 、然,て ぃてれです可†気にrこ ん弓呟豫っちら

た
リヒvっ てびつく1)ttて くうリヒ£nた,その形間、イたが'研 こtわ大■■力で

/′

マヽ濯「tん、こん月前で'ア カザ矛が公ちκったρリヒさすんだめで1カ う。(ま こにア

鰤 躍 靱

“

ソ 臓
吼 隠 i絃 :解

争み【足)#I奮財彙みλふ,1瀾ル(ォサム/め た生)0この事と瞬ぃたらび
っくりすうんいf tttヽ ですか、ヒリがもわれlJい |}あ 写ヒー眼しりがら2人 としが

:!峠|ど夕[胤場懲リタ|:帰電洛裁食『どf!慕『II.各踏
六tく ァtて いたらかた事

`ア
カガ

:ケ
オすが夕度はう頭しかし1)Kよιttの で

あう。t｀ くつがあ,た朽木tて ずtて 椒頸鰤 t、 δ計/4ttl1 9強 も孫フてtオ フたθ

イ虔のF叶へ/FTさ 、こん砂|■ オ家,ち でったヒぃうヒ、″そ|」
つまら●ヽ ′`ケで1頭迫力]し て2

敷ての事であった。I ΠQ(諄 から有疑りtに こ多ヒめ月壁今ョユンヒくす"し たら、

ザルヒ7カ がネブリ″アよて来て2人 ヒιア7だ としてこん■ρケ仁ιし`みクがぞ/ノ
クリあヒあこれつ鶯未だった。2ん で'同 じヽ考芝」所tくずtてみ顕gヵ Oできたが、い

ろいろでった制にけたtん争け″が,た ′(が て2κ 4孫,たウ左右却ム tて 見F

:』

「

夕|';鰍 :|[1#η ;1全
ζ炉::瑾で零居き顔ぎ寛砕:ネζ為吝

〃々オすt発表すらがどうが多々 蔵討 tた

結果、 2たのもらがし賀tた Fケ 1■ガレ常に祭t,計[`ピ 1夕整乞↑考弘2`ξ;:幌:

ちitiそまら1身[ぢ il身if:;夕iλη粂
i争:`:jI:Itill:閂ザなオサ久/η紡 地期 しいリコ

「

こぅ
夕Z脇 17,「:η:tli希凝}素,ス ァィォサ、シスォヵ/1サ 、し又オ
1首筆す柔許Zi″″章簗吉常1看:々 裏 [今 Ff爾:4ち聾貿tTとTζ

裏L爺節
.(7衡

F留●LT、チ塚獣難サξ茅7妙I:itttF

:i:た城烏塚!鍔/λゲ墓
'熟

.[;;;}孵験7%:11.:

C

″
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吾脅:F[,ミ [瀧ム
｀
に行手:りCt131tグf斯為島[令f鶴

ヘドxら rl tへ 派にtて しヽタイ
'で

あう。た多にはかうッ7・ ∩ヤにクガ イ カヾニカヽ入

っていう、としゐっ7そし,

1ヽあ:〔 :°:llli幹夕71[Si、[Ii}illl〔静il:〔「iを段;i:
がポ山入っていう場合がうく、彼客ハ習lllけ「|が ■が興じ鰈 い。ハρヽあった。また

_, 表背 [::にて[↑練iデ雪傷::楽脅ルちぷ:ム丁ガ「フ[キ

'I、

倦ケ
'ttら

ク
ヒんでも■ぃでつで`あう。 しがtオサムシ影りし́ 午閻でって見ていうヽ う`こ0強

げλ,事yl'津軋匁雉盤9,1含硫
｀
:〔:ヽちでに自分凛

象tし 払ヽと持,て 家上遊ガト米にのでのう′2人 の形随、ヽういう`さゲ針、雁ャまで

行
"た

θお豆いにお移で旅ったオサムンはイ打づつ庖わけた。雑甲弦しい多t｀ ラあ
ぅた。オサムうほ家で,クθ彫い日標てヽ、フθθ嫉蒻位承泉してtヽ たのであう。
こ久力`らの日鷹累は、/4圭 ′箱位にううまで,見グな,て J殉れtよ うしヽ う`多にみり、そ

1/1tに はめι伺升に動`ゲうだつりがリーーウじな通、た111ぢ 臼にもイテtたいし、マタ{す だ
｀

んだんヽ と〈riの ぼヵ
｀
りでち`てうしヽ 形`鮨ぜ。そのに推甲呟も何んびクでうリヒし`
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の薄急け可能し罵われる′ミきめに調齢人ば現在でつユlず薄′e地 と形見なネ3麺

であうり,

ちが ft',目夢 笙 1、 メリ打λん 廷、ッゲ桓 れ・れ tひ 3茅静洋」
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家の強いこ′りにlすたにてケ%廷けぃがが
:i写 みたつ九たっt、 てその臓寺a状′じ等多以上び′仁ぢ脅につてヽてれが武蔵野キて
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七七 り名 うの蛹 り~卜 (I)

(は じめに)

也確友

あり、本日:当 調ゃ くこれい う族1虐じしり
F:)1営 洋桑じ舗:),〕み11:サ:1::}i:`:しぃゎでまだ/＼よくわりら`rlぃ こヒが0い

粒;裂閂″た式′呟亀の形従のィロ作疲

"甦

ヒ雄男理,りた臭イの
イη駒りに関す5ぐ こt調べよ

うヒたんたので`ヽ 争近がr∫ しので白物の傷さ■ことり今コウがら,ス ッ組んでみうミ
ヒにすう。

/ヽ チヤマダラこ り
夕て方k(1夕『

ク)に ようこιτり今ョウの象閉派メl嗜 卜くラaべ ら水てぃはいとのこと

りのてヽ こ人力`ら入3ミ ヒにみる。

(脇

"′

て"|ょ 、背中炎彙|び前R匂がらヤ月匂まで,製 り′前l匂頭却FFn44J耕uこ そって2分
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線の未瑞卜で・こす;夕のがあり、しの所跨ほン

=p分
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C

コ為ガ縦″ん獅毅鰊範lム lけまら畔考んら小
つ∩で、今後もうlt多 くのlk・ 夕~ンパ生じそうである。     (っゲく)

(1卜 平う著子硫 ろI日 3-3-2θ 7 千1'7)
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時に劇pたりのだがり、文 t<虫,ヒ豫フてゆtにぃともじってぃます。

ボ 神 ::》 i雪を漂 ittl境析 鷺 :瞥 蝋 称 [
ヒも多ぃヒ思い〕ゆ′夕なヒし、ようしくお願いけす。

呑僑 焦蕩
ツ||ltんぅ街紹)により、/日 31日 の孫′F倉 で入伝ttてτ度ました。痢Pみ で`

tさ。イニ平な長f絶賜疹縣tr a″ ヒ教んて項t、 た上に、9Pま τ卜分けて頂き有雉クござ
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