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6月中に梅雨が明けてしまう

という前代未聞の今年の夏。 

どうなってるの～。 渇水騒ぎが起こらなければいい

ですがね。 さて、タイトルバックはノアザミの花。 

トゲがあるので触れない方がいいですが、若い茎は山

菜として美味しく食べることが出来ます。 また、乾

燥させた根や茎は昔から生薬として有名で、様々な薬

効があります。 

   これは珍しい、「ヒラズゲンセイ」で、真っ赤なク

ワガタなどと呼ばれることもあります。 あのガンダ

ムのシャー専用ザグを連想させるようなひときわ鮮

やかな朱色に、クワガタのようなあごを持っています

がこれはハンミョウの仲間です。 その生態は謎が多

く、幻の昆虫とも呼ばれ、体液に毒があり、触れると

炎症や水ぶくれを起こすので要注意です。 この様に

自然にあるめっぽう美しい色彩のものには近寄らな

い方がいいってことでしょうかね。 

この季節、愛嬌者といえばやはりカエル。 こちら

は「シュレーゲルアオガエル」です。 西洋風な名前

ですが日本固有種なのです。 

 これは、普通の菊の花に見えますが、その名はなん

と「アラゲハンゴンソウ（荒毛反魂草）」！！ 

北米原産で 100年ほど前に日本にやってきて、北海

道で野生化しほぼ全国に分布、帰化しました。 それ

にしてもこんなに可憐な花に、ごつくるしい名前を付

けたものです。 

 この、何かをのぞくような表情の虫は「ヒメクロオ

トシブミ」です。 体長はほんの 5ミリぐらいと小さ

めですが、彼にはすごい特技があるのです。 木の葉

っぱを器用にカットして筒状に丸めたその中に産卵

し、封筒のようにペタンとフタをして卵のベッドを完

成させます。 そして木の葉っぱにその揺りかごをぶ

らせげたり、切り落としちゃうこともある。 落ちた

揺りかごが、ちょうど小さな封書のように見えること

から、「落とし文」というわけです。 なんとまぁ、

粋な名前だこと。 森の郵便屋さんといったところで

しょうか。 森の仲間はユニークですね。 

 



今回もまた人間ドックで、びっくりさせられた。 

身長がなんと２．５ｃｍも縮んでおったのじゃ。 去

年の健診で、背骨の変形により将来背が縮むと脅かさ

れはしたが、まさかのこんなに早く現れるとは思わん

かった。 わしゃどんどん小さくなってキュートな爺

さんになっていくのじゃろうか。 そして、初めて膀

胱のエコーを診てもらったのじゃが、前立腺肥大じゃ

と。 オーマイガッ、お小水が出にくくなるのも時間

の問題か～。 

 

 とりわけ、ジジイの嘆きは絶えることないが、昨今

の情勢は、ほんにどうなっとるのじゃ。 これはもう

乱世と呼んでもいいじゃろう。 世界経済がコロナで

疲弊しとる中、世界中で小麦や油の価格高騰が起こり、

ガス供給不安から原油も高騰、おまけに海運の混乱で

物流不全を起こし、物が作れない・運べないという最

悪な循環に陥っておる。 世界のリーダー国、アメリ

カでさえ経済コントロールが効かず、物価上昇率が

９％という新興国なみのインフレが起こっておる。 

英国では首相退陣の大混乱。 米中、米露のにらみ合

いに世界中が大混乱じゃ。 

 

 そこへもって、安倍氏の悲劇じゃ。 わしゃ胸が苦

しゅうなって声も出なんだ。 同じような状態になっ

た人も少なくはないじゃろ。 亡くなってから、初め

て気づかされた。 こんなにもたくさんの人々が安倍

ちゃんを好きだったのじゃな。 わしだけじゃなかっ

たんじゃ。 日本国はもちろん世界中からこんなにも

愛されておったのじゃな。 心からご冥福を祈りたい。 

 

 犯行の動機が解明されるにつれ、その壮絶な人生が

明かされつつある。 世間はどうして彼を犯罪へ向か

わせてしまったんじゃろうか。 思いとどまらせる手

立てはなかったのじゃろうか。 悔いても悔やみきれ

ぬ。 警察の警護体制不備や宗教団体の過剰献金への

批判が高まっておる中、わしからは、ひとつ思うこと

があるんじゃ。 マスクをつけていなかったら、どう

じゃろう。 警護官も早い段階で犯人の不審挙動に気

づいたのではないかと。 

 

欧米では、不要にマスクをすることは自分の表情を

隠し、良からぬことをする者と疑いを持たれる。 な

ぜなら、マスク下の表情が分かりにくくなるからじゃ。 

そもそもマスク（=覆面）は銀行強盗の常とうアイテ

ムじゃ。 欧米じゃとても好まれん。 日本人のマス

ク志向は以前からじゃが、コロナ禍からの今の状況は

異常じゃ。 マスクにウィルス感染防止効果がほとん

どないことはほぼ判明しておっても、相変わらず政府

はマスクを外せとは言わん。 街には正義を振りかざ

すマスク警察があちらこちらに存在し、人の目を気に

して誰もがマスクを外せない。 こんな状態では、良

からぬことを企む奴らに犯罪をけしかけるようなも

のじゃ。 ＴＰＯや知恵を出しマスクを外す選択もい

るのではなかろうか。 

 

 環境の最新情報について話したいのじゃが、ここの

ところの新聞にゃ環境関連の記事もめっきり減って

しまいよった。 そりゃそうじゃな。 こんなにも世

界中が混乱しちまったら環境どころじゃないわい。 

前にも触れたが、環境問題の火付けは国連じゃ。 ソ

連崩壊で東西冷戦が解消された後の世界を一つにま

とめる為のお題目が環境問題じゃったが、今はそんな

どころではない。 コロナにウクライナ戦争、NATO

拡大、中国の脅威、インドの台頭、あっちもこっちも

問題だらけで国連も大忙しじゃ。 環境や SDGｓな

んて後回しになるのは否めんわい。 

 そんな風にめっきり減った環境記事じゃが、ちょっ

と気になったものを紹介しよう。 それは「グリーン

ウォッシング」について。 グリーンウォッシングと

            

 

 



はじゃな、環境配慮をしているように装って誤魔化す

ことを言うのじゃ。 世の中を見渡したら、いつの間

にやら、何もかもが「環境に優しい」だの「省エネ・

省資源」だの「自然由来」だなんてまるで冠詞や接頭

語の如く言葉が使い回されておる。 そんなに環境に

優しいというなら環境問題など簡単に解決するはず

じゃが。 でも、全然そうはなっておらん。 

 

 つまり、どれもこれも検証足らずのうわべだけ取り

繕った環境アピールと言うわけじゃ。 このことにつ

いて、英国の広告自主規制機関が一石を投じ、各業界

が慌てふためいているという記事じゃった。 当機関

が、とある有名スーパーに対して植物由来のハンバー

グ製品を「環境負荷が低い」と宣伝しているのは真実

ではないとして広告の打ち切りを求めたというもの

じゃ。 動物肉を使わない植物由来のハンバーグは、

当然環境に優しいと誰もが疑わんじゃろう。 世間の

大半はそう思っておるところに、水をぶっかけた形じ

ゃ。 こう言うところの英米文化の正義ははっきりし

とるのぉ。 

 

 食肉を植物由来にしたという事実だけでは「環境負

荷が低い」とは断言できんという言い分じゃ。 その

製品の製造全工程にわたって精査が足りず、その証拠

がないというのが理由じゃ。 きびしいのぉ。 これ

は一種のスケープゴートで、誰もが環境に優しいと思

える製品でさえも、その証拠がなきゃ低環境負荷を表

示してはならぬというわけじゃ。 

 

 英国発のこの爆弾、EU全体の各産業が慌てふため

いておるそうじゃ。 ということは、確たる証拠がな

いのに環境に優しいてな表示をしているケースが少

なくないことの裏返しでもある。 販売競争を勝ち抜

くために、何でもかんでも環境配慮を掲げたり、いま

や環境配慮を謳わない商品の方が珍しいほどに。 環

境ラベルや認証マークもどきが驚くほど増え、EUだ

けでも２００をゆうに超えるそうじゃ。 中身のない

ものも相当あるのじゃろう。  

 

 コロナ対策もそうじゃが、環境問題も大きな眼をし

っかり見開いて、しっかり聞いて、しっかり自分で考

え、真実を見抜くことじゃ。 選挙同様に、ひとりひ

とりが賢くなって、世の中の欺瞞を見抜く力を上げる

ことこそが、よりよい社会と未来を作り上げる肝にな

るのじゃ。 

 

 ところで、皆は先日の参議院選挙は誰に投票したか

の？  安倍氏の件で自民圧勝が予想される中、わし

は悩みに悩んだぞ。 かつての社会党のように分かり

やすい労働者のための政党がなくなってしまい働く

ものとしては迷うところじゃったなぁ。 コロナにウ

クライナ、インフレに経済格差、脱炭素で持続可能な

社会の構築と、世界も日本も、何十年に一度しかやっ

てこんような大きな課題がてんこ盛りじゃ。 圧勝し

た与党も、それなりに票を伸ばした野党も、日本国の

かじ取りをしっかりやってもらわねばな。 

え？ 誰に投票したかじゃと？ ひ・み・つ、じゃよ。 

 

 そうそう、この

ところわしの推

しメンについて

触れておらなん

だが、最近はまっ

ておるお気に入

りの女性を紹介

しよう。 

 

 NHKラジオ英

会話でアシスタ

ントを務めておる秋乃ろーざちゃんじゃ。 連ドラ

「カムカム エブリバディ」の影響で、ちょっと番組

を聞いてみてビビッと来たのじゃ。 可愛らしい鈴が

鳴るような声でネイティブのように日本語をしゃべ

るアメリカ人の彼女。 白色人種の容姿とのギャップ

が魅力なんじゃ。 日本文化が好きすぎてとうとう日

本国籍まで取得してしまったという筋金入りの日本

びいきにすっかり参ってしまったというわけじゃ。 

 

 おかげで、ジジイの手習いでラジオ英会話が外せな

くなっておる。 うまくいくと、数年後にはペラペラ

になっておるかもよ。 そうなったら、ろーざちゃん

と会話ができるかもと夢を見る・・・。 いや、ろー

ざちゃんは日本語を話せるんじゃから今でも会話は

できるのか。 
ぶつぶつ 



暑かった～。 予想はしてい

ましたが、7月の森林整備は暑

かった。 例年は梅雨真っただ中、そぼ濡れる中での

作業なので、暑さと言うより湿気に参るのですが、今

回は曇天ながら温度が上がり厳しい暑さでの作業と

なりました。 先月は「ゆめもりクラブ」との共同作

業、先々月は新緑まつりのブース運営だったので、3

ヶ月ぶりの森林整備。 気を付けるべきは虫刺されと、

ヤマビル・マダニからの攻撃です。 虫よけスプレー

を全身に振りまき、特に長靴には念入りに撒きまくり、

いざ森林に。 

 まずは、虹の森入り口から広がるタケニグサやヤブ

レガサの草刈りです。 3か月ぶりとなると、さすが

にいずれも元気いっぱい伸び放題。 こいつらを成敗

するだけで結構骨が折れました。 刈払い機が妙な音

を出し始めるほど負荷が重かったようです。 

 その後は、今度のイベントの粗品用に、間伐材を使

った木のコースターを作ろうという話が持ち上がり、

ほど良い太さの材料選びです。 ナラ、ツバキ、ヒサ

カキ、スギ、ヒノキの適当な太さの間伐材をあちこち

から拾い集めました。3ヶ月も放置していると腐食が

進んでいるかと思いきや、常緑広葉樹の伐木はそんな

に傷んでおらず、使えそうです。 とりあえず運搬で

きるサイズに切って持ち帰り、工場で輪切りにし、コ

ースターの厚みに揃えることにします。 

 さぁて、今回のメイン作業は、新デッキの床制作で

す。 3ヶ月間、石垣に立てかけて乾燥させておいた

木材を、床状に並べるのです。 これがね、巨大デッ

キの材料となる木材が長くて太いので、重いのなんの。 

ちょっとやそっとじゃ、デッキの高さまで上げること

が出来ません。 ロープワークを駆使して、レバーブ

ロックなどの器具も使いながら、全員がもう汗だくで

力を振り絞り木材を引き上げます。 大物を一本引き

上げたところで、お昼休みとしました。 

そこで、メンバーにヤマビルの攻撃が判明いたしま

す。 全身虫よけスプレーを振りかけていたにもかか

わらず、なんと皮手袋の間から潜り込んで喰いついて

いたのでした。 ひょえ～。 手袋血まみれです。  

 

 午後からは、虫よけスプレーをさらにぶっかけ、一

致団結して挑みます。 どうです、この写真、ずいぶ

んとデッキっぽくなってきたでしょう。 上からは虹

の森を俯瞰することができ、とても良い眺めです。 

登山道の真横になるので、完成すれば一般の登山客に

も喜ばれるでしょう。  

 もう目鼻がついた感じ。 あと少しで完成ですが、 

来月は猛暑すぎて危険ですし、アユつかみイベントも

あるため、お休みして、次は 9月になります。 過酷

な夏は越えて秋の気配の中なので頑張れるかな。  


