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グ リーン カーテ ン
例 年にな く早く 開けた 梅雨！ 連日の 猛暑が 岩手に いるこ とを忘 れさ せて くれま す。し か
し、 この暑 さにも 負けず に野球 やテニ スとプ レーを 楽しん でおり 、感 心す るばか りです 。
さ て、表 題の
カー テン

グリー ン

ですが 、乗り 物

広場 とファ ミリー ランド の
一部 の大型 テント に設置 し
てみ ました 。５月 １８日 に
植え つけた ゴーヤ もよう や
く 1. 5ｍく らいま で伸び ました 。
よ く見る と 1 0 ㎝程 度のゴ ーヤが しっか りとな ってい ます。
味は 保障で きませ んが、 来園者 には自 由に収 穫して いただ く予定 です 。ま た、管 理事務 所
にも グリー ンカー テンを 設置し ました 。こち らは
ガオ 青雲

ゴーヤ

の他 に

アピ オス

と

アサ

を植え ました 。まだ 緑のカ ーテン にはな ってい ません が、 少し でも涼 しさを 感

じて もらえ ればと 思いま す。ア ピオス は別名 アメリ カホド イモと もい い、 地下に できる 塊
茎が 食用と なり、 今回植 えたも のは県 内の産 直で購 入した イモか ら育 てま した。 夏から 秋
に咲 く花は 淡紅色 で不思 議な色 合いを してい ますの で、是 非ご覧 くだ さい 。なお 、この 花
のて んぷら は美味 だそう です。
外 ではヒ グラシ が盛ん に鳴い ていま す。７ 月初め には夕 方にな ってか ら 鳴き始 めてい た
ので すが、 半ばか らはち ょっと 気温が 下がる と日中 でもカ ナ・カ ナ・ カナ …と鳴 くよう に
なり ました 。アブ ラゼミ やミン ミンゼ ミと違 って涼 しげに 感じま す。
さ らに、 御所湖 周辺で は、ヤ マユリ やエゾ ミソハ ギが咲 き始め ました 。 ６月は 白い花 が
多か ったの ですが 、赤や オレン ジ系統 の花が 目につ くよう になり まし た。 季節は 確実に 変
化し てきて おりま す。ま た、８ 月６日 には、 ビオト ープと しても 全国 に知 られて いる下 久
保湿 地で観 察会を 行いま す。詳 しくは 、自然 観察会 の案内 をご覧 くだ さい 。

【 夏の花 】
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