の山が松山からシイ︑タ

われて日当たりが良くな

してある︒送電線の鉄塔

どあちこち﹂と所在が示

えばよいのか脱帽であ

界の仕組みの巧緻さと言

ていた以上にスズメバチ

告が現実となって想像し

の襲来を予告したが︑予

チ﹂で今秋のスズメバチ

コクラン

った野草の格好の生育場

る︒

が猛威をふるっている︒

クマガイソウ
ブ等の照葉樹林に替わる
ことによって個体数を増
やしていったものと思わ
れる︒
資料の中で﹁鳴子ユリ

中でタシロランは環境

所となり︑ナルコユリ︑

する場所となり季節ごと

野草の貴重な植生を維持

鎌倉の野山にクマガイ

人間社会も自然と全く無

草
ンもこんなにあります

庁のデータでは準絶滅危

ゲンノショウコ︑ホタル

に花を付け楽しませてく

ソウとササリンドウを蘇

谷

８月︑９月は雨の日が
よ﹂
と手紙を頂いた︒
機会

自生地で鎌倉には自生は

惧種となっている︒神奈

ブクロ︑ホタルカズラ︑

れる︒人間が意識してい

らせたい︒８月号の﹁帰

熊

多く農作物にも大きな影

モリソウと共に人気のあ

ラン科植物だけでもシ

無い︒

川県においてもかつては

キク類︑スミレ類等々の

ないこれほどの自然界と

送電線⁝鉄塔のあたりな

響を及ぼしていて作物の

た資料には愛犬と共に歩

るラン科の植物である︒

ュンラン︑エビネを始め

貴重な珍しい種であった

季節毎のお花畑になる︒

の結びつきの密接さと言

の周囲は送電線のメンテ

値段も大きく乱高下して

いた道を赤字で記した網

古老の植木屋の言では鎌

コクラン︑キンラン︑ギ

が今では県内のあちこち

近代社会を象徴する高圧

ナンスのため電力会社に

いる︒昨年は８月中に降

を張り巡らしたような鎌

倉には竹藪の裾とかに普

ンラン︑サイハイラン︑

を始め鎌倉市内でも見る

電線の鉄塔下は照葉樹林

ネもかつてのような大群

雨が全く無くてキノコは

倉の地図と︑道中で目に

通に群落をなしていたと

モ ジ ズ リ︑ ミ ヤ マ ウ ズ

ことが出来るようになっ

落は見られないものの数

不作だった︒異常気象続

のことである︒その際立

ラ︑タシロランの名が︑

た︒タシロランは環境の

涯の宝物としてずっと生

である︒アツ

きで環境の変化が著し
した自生の植物名が書き

った形体と大きく目立つ

自生場所をチェックした

関係では存在しない︒

歩を踏み出そうと思いま

先生の教えの中で﹁料

私たちは大きな柱を失

りがとうございました︒

で見てきた私にはそのす

が︑教えを思い出し︑一

意工夫を表現する芸術﹂

理は彩り︑盛り付けの創

凝縮されるのではないか

に︑御遺志を引き継ぐ決

蓼沼誠一 その生き方と作品

蓼沼先生を偲んで
８月末ごろ病室に伺っ

﹁料理は人の出会いを大

切にするおもてなしの行

男の料理教室
﹁湘味会﹂
代表 矢野鐵男

為﹂を胸に今後も生徒一

た時︑苦しい闘病のさな

で先生ご夫妻に料理を教

同歩んで参ります︒蓼沼

黒川

えていただいた日々︑ボ

昨年﹃湘味会 年の歩

ランティア活動︑毎年の

かに先生は︑市の美術作

み﹄の小冊子を全員で作

には予定がいつもびっし

明

蒼美会会長 鎌倉美術連盟副代表

蓼沼誠一先生は料理家

と思います︒

はもっと長生きをして頂

モリソウは高

い︒

その中には最早採り尽

込まれた名簿があった︒

姿ゆえ観賞用に掘り取ら

地図に掲載されている︒

って来たニホンミツバ

年に深沢公民館で男性対

き続けることでしょう︒

を得てお会いすることが

６月号で鎌倉の山では

されたと思っていたクマ

れて姿を消していった︒

えばよいのか︑又は自然

象の料理教室の講師に招

す︒先生︑ほんとうにあ

出来た︒その折︑頂戴し

シュンランもエビネも全

ガイソウの名もあった︒

その名前ゆえ鎌倉に残し

下では生きていけない山

は︑子どもの頃から好き

い悲痛の極みであります

よって毎年草刈りが行わ

く姿を見なくなったと書

クマガイソウは鎌倉に縁

変化に敏感な植物で鎌倉

だった絵を描き始めた︒

べてが奉仕という言葉に

カ所の自生地が示されて

いたら鎌倉の二階堂在住

が深い熊谷直実に因んだ

確かにシュンランもエビ

鎌倉在住︑料理研究家

かれたのを初回に毎年講

意を新たにしています︒

山・北海道が

のＦさんから﹁まだまだ

ておきたい植物のひとつ

で洋画家の蓼沼誠一さん
鎌倉美術連盟代表︑鎌倉

歳︒

きたかったと思うと共

れている︒下草が刈り払

シュンランもエビネも︑
名で平敦盛に因んだアツ

日︑ご逝去され

座を担当︒修了後にでき

が９月
市芸術文化振興財団副理

た︒享年

り出版したとき︑蓼沼先

りと書き込まれていて︑

品の保管や市民の創作活
忙しいのが健康の元だと

動の支援など前向きに話

であると同時に素晴らし

教室﹂

い画家で︑指導者であり

事長などを務め︑文化の

サークル約２百

振興に尽力︒市政功労者

歳以上の﹁男の料理

蓼沼さんは１９３５年

た

東京浅草生まれ︑幼いこ

先生長い間ほんとうに有

され︑こんな時まで人の

研修旅行など数々の楽し

笑っていらっしゃいまし

生は大層喜んでください

ました︒鎌倉美術家協会

ました︒

人の指導も今年の夏まで

ことを考える方なのだ

の表彰を受けている︒

と︑
改めて感動しました︒

難うございました︒

た︒人の何倍も活躍され

い思い出は︑私たちの生
ましたが︑自分のために

化協会の中で

化・福祉など多方面に精

ました︒料理のほか︑文

と心に滋養を届けて頂き

作りをご指導下さり︑体

に体に良い美味しい料理

るお人柄の先生は︑私達

人を愛し︑自然を愛す

だきたく思っています︒

の料理教室に入れていた

がそちらに参ったら先生

ピをお作りになり︑私達

の食材で蓼沼流料理レシ

られるものと存じ︑天国

た︒天国でも活動は続け

病の中でも続けられまし

延

力的に活動を展開され︑

男の料理教室第１期生 石野

もっと料理教室を続けてほしかった！

佐助稲荷そばのご自宅

の事務局長として活躍さ

なされたことはほとんど

れて︑青山清先生亡きあ
とは会長として創美会を

なく︑先生の活動を間近

されていた︒

蓼沼誠一先生との約束

料理の方は︑１９８５

ろは栃木県で育った︒中
学卒業後︑一家を支える
ため東京に出て仕事を
し︑その間陳建民の料理

ご指導いただきました︒

に鎌倉美術連

１９９５年
躍され︑私は昨年から代

盟を創設さ

出や計画は数々あります

も大きな団体

れ︑今では文

が一番の約束は鎌倉市立

の一つとなり

先生の手帳

ました︒

美術館の実現でした︒有

年に亘るご縁で思い

表を引き継ぎました︒

村田佳代子

鎌倉美術連盟代表・鎌倉市文化協会理事長

鎌倉美術家協会理事
長を 年間された先生

年間務めました︒１

の下で私は広報部長を

９９５年︵平成７︶鎌
倉美術連盟を創立︑

言実行でスケールの大き
な温かいお人柄の先生に

20

惜別 蓼沼誠一さん

いる︒

加えてキンランもギンラ

池 田 正 弘

53
年間代表として市の文

40

16

化活動の先頭に立ち活

20

13

教室で師範免許を取得︒
１９６９年鎌倉に転居後

蓼沼誠一さん＝９月４日写す

「五月の源氏山」
（油彩） 鎌倉周辺には
（油彩）
絵になる風景がいっぱいあり、一番気に
入っている場所は海を望む源氏山です。
−著書『今を生きる出会いの人生』より
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