野草スケッチ ナンバンハコベ（ナデシコ科）

199６/0８/２３

稲城市大丸

絵と文 Ｔａ

ナンバンハコベをはじめて見たのは軽井沢だった。
コンピュータ関係のセミナーがあって、泊りがけの出張である。
信州から東京へ転勤して５～６年経っていたと思う。
久しぶりに信州の空気が吸える。そんな思いで出かけた。
宿泊は星野温泉、セミナーも同じホテル内だ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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移動が不要なので、時間的には余裕がある。
休憩時にホテルの庭を散策した。
野鳥の観察コーナーなどが庭の一隅にしつらえてある。
その近くの斜面にナンバンハコベが咲いていた。
名前からの印象で帰化植物と勘違いしそうだが、れっきとした在来植物である。
花の形がどこかエキゾチックなため、こういう名前がつけられたものらしい。
図鑑にはそうした名前の由来や語源について触れているものがある。
ぱらぱらと眺めていて何となく印象に残っていたため、軽井沢ではすぐナンバン
ハコベとわかった。
関東では奥多摩などにあるらしい。
奥多摩へはときどき出かけるが、ナンバンハコベに出会ったことはなかった。
それが、稲城市内の多摩川堤防に咲いているのを偶然見つけた。
もとからあったとは思えない。
恐らく、上流から流れ着いてものであろう。
いかにも頼りなげな咲き方であった。
ＪＲ南武線の鉄橋から上流へ向かって歩くと、４００ｍほど先に灌漑用の堰があ
る。
大丸（おおまる）堰といい、稲城市内の農業用水のほとんどを賄っている。
堰からさらに上流へ向かうと、薮の中に細々と道がついている。
水辺にはところどころ釣り人が切り開いたと思われる道もあるが、途中で途切れ
ていることが多い。
水辺は、護岸工事がされておらず、土の崖がむき出しのままである。
ナンバンハコベを見つけたのは、そのあたりであった。
稲城あたりでナンバンハコベが出るのは非常に珍しい。
日本植物友の会のベテランに話したところ、皆関心を持って、見に来た人もいた
ようだ。
一時、稲城野草散策の会の目玉にもなった。
しかし、これは多摩川が増水した際に岸辺がえぐられて、消えてしまった。
じつはもう１個所にもあって、こちらはいまのところ健在である。
大丸堰は野鳥観察のポイントとしても知られている。
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双眼鏡やフィールドスコープを持った人にいつも出会う。
ある年の冬、このフィールドで行われた野鳥観察のオフに私も参加した。
大丸堰にはたくさんのカモがいる。
パンダ模様のミコアイサにも会えた。
この日はオオタカ、ハヤブサ、チョウゲンボウの猛禽類３兄弟？も出てきて、し
っかり見ることができた。
フィールドへ出ても、いつも下ばかり見ている自分に気づいた。
たまには野鳥観察もやって、空を見上げるのも良いものだ。
「植物バカ」にならないためにも。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

〔観察記録〕７月３０日 清水谷戸
皆さん今晩は、清水谷戸観察会は暑かったですね。
それにメダマだった清水谷戸の奥の方に入れなかったのは残念です。
sige さんのように全員が長靴を用意していればよかったんですけどね。でも、観
察会直前まで雨続きだったのでやむをえなかったといえます。当日雨にたたられ
なかっただけでも良かったと考えるべきですね。観察種リストです。
（とーはもん）
(1) ヤドリギ

(2) イヌムギ(花)

(3) カラタチ(実)

(4) オミナエシ(花)

(5) エノキ

(6) ゴシュユ

(7) イボクサ

(8) オモダカ

(9) コナギ

(10) コウヤワラビ

(11) タチヤナギ

(12) イヌコリヤナギ

(13) ヒメガマ(花)

(14) ママコノシリヌグイ(花)

(15) ヘクソカズラ(花)

(16) ニガクサ(花)

(17) オオブタクサ

(18) シャクチリソバ

(19) メマツヨイグサ(花)

(20) セイヨウハコヤナギ

(21) サンカクイ(花)

(22) ヒメクグ(花)

(23) マルバハギ(花)

(24) ブラックベリー

(25) ヨウシュヤマゴボウ(花)

(26) オオアレチノギク(花)

(27) タケニグサ(花)

(28) ニガクサ(花)

(29) ヤブミョウガ(花)

(30) ヤマアジサイ(花)

(31) オニドコロ(花)

(32) ミソハギ(花)

(33) ノブドウ(花)

(34) アキノタムラソウ(花)

(35) ヤマユリ(花)

(36) ヤクシソウ

(37) ヤマハギ

(38) シラカシ(実)

(39) ハコネウツギ

(40) イヌシデ

(41) エゴノキ(実)

(42) マテバシイ(実)

(43) ハナミズキ(実)

(44) アラカシ

(45) キヅタ

(46) ヤマノイモ

(47) クロモジ

(48) ウワミズザクラ
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(49) マヤラン(花)

(50) カシワバハグマ(蕾)

(51) サンショウ

(52) サワフタギ

(53) マルバアオダモ

(54) アオハダ

(55) ヤマツツジ

(56) ゴンズイ

(57) ムラサキシキブ(実)

(58) ヤブレガサ

(59) オオバギボウシ(花)

(60) ノササゲ

(61) ナガバノスミレサイシン

(62) イヌガヤ

(63) キバナアキギリ

(64) タマノカンアオイ

(65) ヒメヤブラン

(66) ヤブムラサキ(実)

(67) ハナイカダ(実)

(68) コバノガマズミ

(69) ガマズミ

(70) ツリバナ

(71) ニシキギ

(72) ハリギリ

(73) コブシ

(74) アカショウマ

(75) クヌギ

(76) コナラ

(77) ウバユリ(花)

(78) オカタツナミソウ(実)

(79) アワブキ

(80) タマアジサイ

(81) テングタケｓｐ

(82) サンカクヅル

(83) ヤブハギ(花)

(84) イヌツゲ

(85) ヒサカキ(実)

(86) ホタルブクロ(花)

(87) ヤマノイモ(花)

(88) クサギ(蕾)

(89) イヌザンショウ(花)

(90) リョウブ

(91) カラスウリ(花)

(92) キツネノカミソリ(花)

(93) ムカゴイラクサ(花)

(94) コウヤワラビ

(95) ミョウガ

(96) ミサキカグマ

(97) キツネノボタン(花)

(98) イヌガンソク

(99) ナツズイセン(花)

(100) キリ(実)

(101) キヅタ

(102) ツタ

(103) オカトラノオ(花)

(104) クサソテツ

(105) ナツメ(実)

(106) ポポー(実)

(107) ユウガギク(花)

(108) ムベ

(109) コバノカモメヅル(花)

(110) イヌビエ(花)

(111) ジュズダマ(実)

(112) ヌルデ(花)

(113) ミズキ

(114) トチノキ(実)

(115) カニクサ

(116) ゲジゲジシダ

(117) マユミ(実)

今回の見ものとしては、マヤラン（花）
、コ
バノカモメヅル（花）
。キツネノカミソリ（花）
、
カノコユリ（花・植栽）もよかった。
目玉の「ヤマユリ」は少々盛りを過ぎていま
したが、他に色々と良いもの・美しいものが見
られ、大変有意義な観察会になったと思ってい
ます。
湿気も比較的少なく、歩きやすい一日だった
ですね。解散後のビールが、一段と美味しかっ
たです。
（めりべ）
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フォトアルバム 清水谷戸
ヤマユリ（sige）

マヤラン（sige）

コバノカモメヅル（sige）

コバノカモメヅル（Ｔａ）

キツネノカミソリ（めりべ）

ナツズイセン（sige）

ポポー・実（sige）

オニドコロ・花（sige）
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〔行事予定〕2006/８/２７（日） 大丸用水
項 目

説 明

集 合

ａｍ１０時、ＪＲ南武線・南多摩駅 改札口付 ※会旗目標
改札口は一個所だけです

交 通

南武線はＪＲ川崎駅と立川駅の間、多摩川に沿って走っています
南多摩まで川崎から約４５分、立川からは約１５分（乗換えなし）
電車は１０分程度の間隔で運行されています（すべて各駅停車）

行く先

ＪＲ南多摩駅 → ＪＲ矢野口駅（下の地図を参照ください）

(解散場所）

矢野口駅にてｐｍ４時頃解散予定

見所

多摩川の大丸堰近くでは奥多摩から流れ着いたと思われるナンバン

その他

ギセルが見つかるかもしれません
水辺の環境と、畑・路傍などの乾燥地とで植生がどう違っているか、
観察するのも面白いと思います
大丸用水については、野草スケッチ「ミゾソバ」のエッセーを参照
してください
http://homepage3.nifty.com/inagiyasou/essay/e087.htm

地 図

コース

南多摩駅～大丸堰～南多摩駅裏～大丸自治会館（庭で昼食）～踏切
１～踏切２～広場（休憩）～矢野口駅（解散）
行程５ｋｍ程度、アップダウンはありません
コースは天候その他により変更する場合があります
ご用のある方は途中で抜けても構いません

※小雨決行 参加申込み不要、会費当日３００円
★機会を作って、是非一度稲城野草散策の会ＨＰをご覧下さい。
http://homepage3.nifty.com/inagiyasou/
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〔行事予定〕2006/９/２４（日） 横沢入
項 目

説 明

集 合

ＪＲ五日市線武蔵増戸駅 改札口付近 ａｍ１０時 ※会旗目標
改札口は一個所だけです

交 通

ＪＲ中央線立川駅発９：１５（ホリデイ快速あきがわ５号）→武蔵
増戸駅９：５０着が便利
進行方向に向って後部４両があきがわ号です。前部６両は奥多摩行
きです。ご注意下さい

行く先

横沢入の林道を歩きます。

（解散場所） 武蔵五日市駅 ｐｍ４時頃解散予定
見所
その他

大悲願寺（伊達政宗ゆかりのハギ）
、ツリフネソウ、クルマバナ、ヤ
ブツルアズキなど。
ほかにちょっと変わった赤いキバナアキギリも見られます

地 図

コース

武蔵増戸駅～踏切～大悲願寺～横沢入（昼食）～林道～三内～武蔵
五日市駅
コースは天候その他により変更する場合があります
ご用のある方は途中で抜けても構いません

※小雨決行 参加申込み不要、会費当日３００円
【大悲願寺】 大悲願寺は白萩の美しさで有名なお寺です。
独眼竜政宗の名で知られている仙台藩主の伊達政宗が大悲願寺に立ち寄られた
ことがあります。後にこの見事な白萩を一株譲って欲しいと手紙を送ってこられ
ました。手紙は『白萩文書』と言われ、東京都有形文化財として所蔵されていま
す。この白萩が芝居で有名な「千代萩」の元祖だといわれています。
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〔行事予定〕2006/９/３０（日） 城ヶ島
項 目

説 明

集 合

京浜急行線・三崎口駅 改札口付近 ａｍ１０時 ※会旗目標
改札口は一個所だけです

交 通

京浜急行線品川駅から快速特急三崎口行き８：４５発をご利用下さ
い。三崎口駅９：５４着
三崎口から城ヶ島行きのバス１０：０５に乗りますので、これに遅
れないようにお願いします（電車・バス料金は各自負担）

行く先

城ヶ島一周・京浜急行線三崎口駅 ｐｍ４時頃解散予定

（解散場所）
見所
その他

タブ、ヤブニッケイ、トベラ、イヌビワ、フウトウカズラなど、照
葉樹林の樹木。イソギク、ワダン、ハナイソギク、ラセイタソウな
どの海浜植物。波食台、しゅう曲、断層、炎状構造などの地層

地 図

コース

三崎口駅→（バス）→城ヶ島・白秋碑前→一本松→城ヶ島公園→安
房崎（昼食）→城ヶ島公園→馬の背洞門→西山→バス乗場→（バス）
→三崎口駅（解散）
コースは天候その他により変更する場合があります
ご用のある方は途中で抜けても構いません

※小雨決行 参加申込み不要、会費当日３００円
★稲城野草散策の会の観察会に 5 回以上参加された方にはバッジを差し上げてい
ます。お申し出下さい。
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