


夏

自然の息吹を

暮らしの中に

水は植物を育み、動物の命を支えます。そして、流れる水の音や草木のさわやかな色彩は、

私たちの五感にはたらきかけて暑さを和らげてくれます。今年の夏は、水や緑とつながるアイ

テムをインテリアに効果的に取り入れて、爽やかな空間を演出してみませんか。

　「水」と「緑」をキーワードに、暮らしに潤いや癒やしをもたらすアイテムや話題を集めてみました。

毎日がちょっと涼しく感じられて、おまけに楽しくなるような、小さなヒントが見つかりますように。

　肺呼吸ができるのでエアレーション
なしで大丈夫。置き場所をコンセント
の位置に縛られず、邪魔なコード類
もないためインテリアに溶け込みま
す。上手に飼えば約 3 年は一緒に暮
らせる魚です。

　美しいひれで優雅に舞う「ベタ」には、ラグジュ
アリーな金魚鉢が似合います。

参考商品：九十九里町のガラス工房Sghr スガハラの金魚鉢。
ボトルクーラーにも。直径24cm、高さ17cm「ランピ：大鉢 泡」¥33,000

※ベタの飛び出し防止のため、ネットや透明なふたをご用意いただけると安心です

ベタ

　外骨格を持つメカニカルな見
た目の生き物が好きなお子さん
には、トンボの赤ちゃんの飼育
がオススメ。食欲旺盛なので餌
探しは大変ですが、羽化まで見
届けられれば、水中世界から

空に飛び立つロマンまで堪能できま
す。学校のプール掃除は、ヤゴをも
らえるチャンスです。ヤゴ

金魚

　お寺の境内や日本庭園、割烹料
理店などで神秘的な音色を奏でる水
琴窟。したたる水の音が、かめ内部
に反響する仕組みです。自宅にも設
置できますが、設置面の整備や排水
にコツが必要で、DIY は上級者向け。

水琴窟　

　ビオトープと聞くと大規模な自
然保全地帯を連想しますが、屋上
や庭や室内で小さな生態系を構
築するのも立派なビオ（生命の）
トー プ（場 所）で す。例 え ば、
水盤に熱帯ハスを植えて、小さな
魚や貝を棲まわせ、光合成で酸
素をつくり出してくれる水草を浮か
べれば、プチ・ビオトープの出来
上がり！ ハスの開花が楽しみで、
早起きがしたくなります。

ビオトープ

カブトエビ

上総掘りの井戸

朝顔の観察日記 

自噴井戸と池

Wanted！
外来ザリガニ

糸で「あたりめ」をたらせば簡単に釣れるザリガニ。でも、その多くは外来種
なので、飼って増やして野外に放つことはご法度です。特に、アメリカザリガ
ニと見た目が異なる個体には要注意。2020年11月から法規制が始まった「特定
外来生物」かもしれません。

すいきんくつ

　庭木に吊るしたり、盆栽と組み合わ
せたりできる「苔玉」に続き、保湿可
能な瓶で苔を育てる「苔テラリウム」
が登場し、手作りキットも売られていま
す。苔を牧草に見立てて小さな牛を配
置すれば、そこはたちまちミニチュア
牧場に。テーブルの上に、生き生きと
した別世界が立ち上がります。

苔テラリウム　

　ぷくぷく可愛い肉厚系は、根強いファンを
獲得しています。しかし水をやり過ぎてダメ
にしてしまう人も多数。とにかくサボテンは乾
燥が好きなのです。その究極はエアプランツ。
空気中の湿気でほぼ満足するため、めった
にお世話が要りません。ポンと机に置いてお
ける感覚が新鮮。 エアプランツ　

　次々と子株が出てきて好きな器
で涼し気な水耕栽培ができるオリ
ヅルランや、ユニークな茎の形
状がおしゃれな「幸運の木」パ
キラなど、人気の観葉植物は数
あれど、今のブームはモンステラ。
その葉は造形的にも人気が高く、
フェイクグリーンまで売れていま
す。最近の暑い夏にぴったりの
熱帯産で、育てやすいのが魅力。
ただ、エアコンの風は苦手です。

モンステラ
　ついつい見た目の好きな花を集め
たくなりますが、たっぷり水がほしい
花と乾燥に強い花は植え分ける必要
があります。敢えて日陰に強い花を
寄せ植えした鉢で庭の薄暗い一角を
飾ったり、虫が嫌うハーブの寄せ植え
をドア近くに置いたりするのも一案。
バジルは蚊よけに有効と言われてい
ます。

寄せ植え　

おやさい再生グリーン

つくばい（手水鉢）や
鹿おどし、水琴窟や小
さな滝など、和のしつ
らえは水と相性が良い
です。

コルク栓付き300ml キャニスター（参考価格：ダイ
ソー 220円）の中に、テラリウム用土（参考価格：
Feel The Garden 250ml 440円）を適量入れて
湿らせ、ヒノキゴケ（参考価格：Feel The Garden 
660円）で海藻を表現。土に静かに水を注ぐ水差
しや苔を差し込むピンセットがあると、瓶の内側が
汚れずキレイに仕上がります。

　まな板の上でストンと切り落としてしまう
ダイコンやニンジンの頭は、日向で水換え
をしてやれば葉が伸びて素敵なインテリア
になります。空き瓶にビー玉を詰めて水を
張った上に置くと、浅い皿の時より水量が
多いせいか水が腐りにくく、とても元気に
育ちます。

　夏休みの宿題の定番ですよね。今の子供達も
やっているのでしょうか。一般的な小学生男子
には、毎日の地道な作業は難しく、最終日に半
泣きになりながら書き上げた人も多いのではな
いでしょうか。かくいう私もその1人です。 現代
であれば、スマホで成長過程の画像をネットで
探して参考にするという手法もありますが、30
年近く昔だとそんな便利なものはありません。
花が咲いた最終形態から、そこに至るまでの過
程を推測し、なんとか完成させるに至りまし
た。幼いながらに、継続することの大切さ学
び、そして翌年もまた同じことを繰り返すので
した。　      （根本）

　幸福の葉っぱと呼ばれる「マザーリーフ」を初め
て育ててみることに。母体の葉を水に浮かべて１週
間ほどで、脇から小さな新芽がいくつか出てきまし
た。かわいい。根も十分伸びてきているので、そろ
そろ鉢植えにして育成していこうと思います。気づ
けば日当たり良しのロフトがグリーンだらけ！今年
は背丈のある観葉植物も迎えてみたいです。      （池田）

マザーリーフ 

　袋入りの乾燥卵を水に入れると、や
がて小さな生命が誕生。某科学雑誌
の付録でこの不思議な体験をした昭
和世代も多いのでは。カブトエビは淡
水 生で す が、塩 水 生 のアル テミア

（シーモンキー ®）も人気です。

「ミステリークレイフィッシュ」（写真：環境省）は1匹でも繁殖できるク
ローン生物であり、在来種に致命的な菌も保有するため、被害は深刻です。
詳しくは、環境省ホームページ「日本の外来種対策」をご覧ください。

　お祭りの屋台やペットショッ
プでも手に入るワキンと呼ばれ
る金魚ですが、育て方によって
は鯉のように大きくなるそうで
す。大きいものになると50cmに
も育つとか。自宅にいる金魚は
まだそこまで大きくないのです
が、子供のころに水槽で育てて
いた金魚に比べると大きく育っ
ています（最初は5cmほどだっ
た金魚も今は1 5～ 1 8 cmほ
ど）。いつか鯉のように大きく
育ったところを見てみたいもの
です。            （小川）

　波打ち際で見つかるシーグラスは、青・透明・
緑など様々な色と形があります。波によって角が
取れて丸くなっているので、お子様の工作に使っ
たりアクセサリーにしたり、集めて夏のインテリ
アとして飾ったりと用途は様々です。日本シーグ
ラス協会によると身に着けていると１つだけ願い
をかなえてくれるそうなので皆様も海に探しに
行ってみませんか。　      （強瀬）

　君津市には明治中期に「上総掘り用具」で掘られた
自噴井戸が点在しています。特に久留里のわき水は県
内で唯一「平成の名水百選」にも選出され、多くの人
が水汲みに訪れます。久留里に近い私の実家にも、自
噴井戸があります。勝手に水が湧き出てくるため、井
戸の隣にある池に流れ出ます。夏にはその池にザリガ
ニやら、カエルやドジョウが顔を出します。野鳥のカ
ワセミなんか
も、餌を求めて
来ていたことが
ありましたね。
　            （鳥海 ）
 

シーグラス



日本の伝統文化「錦鯉」と暮らす

　最近話題になった「錦鯉」と言えば 2021 年の M1 チャンピオン（お笑い芸人）ですが、日本庭園の池を優雅に行
き交う色鮮やかな元祖・錦鯉たちの歴史は江戸時代にさかのぼります。中国の故事に由来する縁起物として葛飾北斎
らが描いた「鯉の滝登り」など、当時の浮世絵に登場する鯉の多くは、まだ単色で地味です。江戸・明治・大正・昭
和と時を経て、金銀や紅白など、まさに絹織物のように輝く華やかな錦鯉が登場しました。全日本錦鯉振興会は品評
会を毎年開催して、今も養鯉技術を磨き合っています。
　トマトやタイなどの品種改良はゲノム編集でスピードアップが可能な時代になりましたが、偶然の突然変異を待っ
て選択と交配を重ねる従来の品種改良には、多大な労力と時間が費やされています。現在の優雅で格調高い錦鯉の姿
は、観賞魚を愛でる文化を継承してきた人々の情熱の結晶なのです。
　伝統的な芸術作品とみなされ、時には数千万円（！）という高値が付き、海外でも「泳ぐ宝石」として人気の錦鯉。
色彩や模様はもちろん、サイズや価格、そして楽しみ方のバリエーションも豊かなところが魅力です。その美にはまっ
て世界に広がる愛好家の輪に加わるも良し、愛鯉専用の池を庭に掘るも良し、お手頃な小さい錦鯉を室内でコンパク
トに楽しむも良し、錦鯉アートを壁に飾るも良し、錦鯉柄の着物やゆかたを羽織るも良し、夏の季語でもある「錦鯉」
で一句詠んでみるも良し……。この夏、お子さんの自由研究に付き合って、金魚や錦鯉の奥深い歴史に迫ってみるの
も面白いかもしれません。
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自噴井戸が点在しています。特に久留里のわき水は県
内で唯一「平成の名水百選」にも選出され、多くの人
が水汲みに訪れます。久留里に近い私の実家にも、自
噴井戸があります。勝手に水が湧き出てくるため、井
戸の隣にある池に流れ出ます。夏にはその池にザリガ
ニやら、カエルやドジョウが顔を出します。野鳥のカ
ワセミなんか
も、餌を求めて
来ていたことが
ありましたね。
　            （鳥海 ）
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夏

自然の息吹を

暮らしの中に

水は植物を育み、動物の命を支えます。そして、流れる水の音や草木のさわやかな色彩は、

私たちの五感にはたらきかけて暑さを和らげてくれます。今年の夏は、水や緑とつながるアイ

テムをインテリアに効果的に取り入れて、爽やかな空間を演出してみませんか。

　「水」と「緑」をキーワードに、暮らしに潤いや癒やしをもたらすアイテムや話題を集めてみました。

毎日がちょっと涼しく感じられて、おまけに楽しくなるような、小さなヒントが見つかりますように。

　肺呼吸ができるのでエアレーション
なしで大丈夫。置き場所をコンセント
の位置に縛られず、邪魔なコード類
もないためインテリアに溶け込みま
す。上手に飼えば約 3 年は一緒に暮
らせる魚です。

　美しいひれで優雅に舞う「ベタ」には、ラグジュ
アリーな金魚鉢が似合います。

参考商品：九十九里町のガラス工房Sghr スガハラの金魚鉢。
ボトルクーラーにも。直径24cm、高さ17cm「ランピ：大鉢 泡」¥33,000

※ベタの飛び出し防止のため、ネットや透明なふたをご用意いただけると安心です

ベタ

　外骨格を持つメカニカルな見
た目の生き物が好きなお子さん
には、トンボの赤ちゃんの飼育
がオススメ。食欲旺盛なので餌
探しは大変ですが、羽化まで見
届けられれば、水中世界から

空に飛び立つロマンまで堪能できま
す。学校のプール掃除は、ヤゴをも
らえるチャンスです。ヤゴ

金魚

　お寺の境内や日本庭園、割烹料
理店などで神秘的な音色を奏でる水
琴窟。したたる水の音が、かめ内部
に反響する仕組みです。自宅にも設
置できますが、設置面の整備や排水
にコツが必要で、DIY は上級者向け。

水琴窟　

　ビオトープと聞くと大規模な自
然保全地帯を連想しますが、屋上
や庭や室内で小さな生態系を構
築するのも立派なビオ（生命の）
トー プ（場 所）で す。例 え ば、
水盤に熱帯ハスを植えて、小さな
魚や貝を棲まわせ、光合成で酸
素をつくり出してくれる水草を浮か
べれば、プチ・ビオトープの出来
上がり！ ハスの開花が楽しみで、
早起きがしたくなります。

ビオトープ

カブトエビ

上総掘りの井戸

朝顔の観察日記 

自噴井戸と池

Wanted！
外来ザリガニ

糸で「あたりめ」をたらせば簡単に釣れるザリガニ。でも、その多くは外来種
なので、飼って増やして野外に放つことはご法度です。特に、アメリカザリガ
ニと見た目が異なる個体には要注意。2020年11月から法規制が始まった「特定
外来生物」かもしれません。

すいきんくつ

　庭木に吊るしたり、盆栽と組み合わ
せたりできる「苔玉」に続き、保湿可
能な瓶で苔を育てる「苔テラリウム」
が登場し、手作りキットも売られていま
す。苔を牧草に見立てて小さな牛を配
置すれば、そこはたちまちミニチュア
牧場に。テーブルの上に、生き生きと
した別世界が立ち上がります。

苔テラリウム　

　ぷくぷく可愛い肉厚系は、根強いファンを
獲得しています。しかし水をやり過ぎてダメ
にしてしまう人も多数。とにかくサボテンは乾
燥が好きなのです。その究極はエアプランツ。
空気中の湿気でほぼ満足するため、めった
にお世話が要りません。ポンと机に置いてお
ける感覚が新鮮。 エアプランツ　

　次々と子株が出てきて好きな器
で涼し気な水耕栽培ができるオリ
ヅルランや、ユニークな茎の形
状がおしゃれな「幸運の木」パ
キラなど、人気の観葉植物は数
あれど、今のブームはモンステラ。
その葉は造形的にも人気が高く、
フェイクグリーンまで売れていま
す。最近の暑い夏にぴったりの
熱帯産で、育てやすいのが魅力。
ただ、エアコンの風は苦手です。

モンステラ
　ついつい見た目の好きな花を集め
たくなりますが、たっぷり水がほしい
花と乾燥に強い花は植え分ける必要
があります。敢えて日陰に強い花を
寄せ植えした鉢で庭の薄暗い一角を
飾ったり、虫が嫌うハーブの寄せ植え
をドア近くに置いたりするのも一案。
バジルは蚊よけに有効と言われてい
ます。

寄せ植え　

おやさい再生グリーン

つくばい（手水鉢）や
鹿おどし、水琴窟や小
さな滝など、和のしつ
らえは水と相性が良い
です。

コルク栓付き300ml キャニスター（参考価格：ダイ
ソー 220円）の中に、テラリウム用土（参考価格：
Feel The Garden 250ml 440円）を適量入れて
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660円）で海藻を表現。土に静かに水を注ぐ水差
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をしてやれば葉が伸びて素敵なインテリア
になります。空き瓶にビー玉を詰めて水を
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多いせいか水が腐りにくく、とても元気に
育ちます。

　夏休みの宿題の定番ですよね。今の子供達も
やっているのでしょうか。一般的な小学生男子
には、毎日の地道な作業は難しく、最終日に半
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いでしょうか。かくいう私もその1人です。 現代
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年近く昔だとそんな便利なものはありません。
花が咲いた最終形態から、そこに至るまでの過
程を推測し、なんとか完成させるに至りまし
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した。　      （根本）
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マザーリーフ 
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（シーモンキー ®）も人気です。

「ミステリークレイフィッシュ」（写真：環境省）は1匹でも繁殖できるク
ローン生物であり、在来種に致命的な菌も保有するため、被害は深刻です。
詳しくは、環境省ホームページ「日本の外来種対策」をご覧ください。
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