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今年 a)蕎舌              有本 倍美

竹 〔ま 木 か 阜 か

樹木は茎の先端にある生長点が細胞分列を繰 り返 し大きくなるが、竹は先端のほか各節ご

とに成長帯があって細胞分列を繰 り返す。普通竹には約 60の節があり、樹木の 60倍の

スピー ドで成長する。生長期間は 3ケ 月 ぐらいでそれ以後枯死するまで伸長 も肥大もしな

い。竹には形成層がない茎の構造になっているため年輸がない。

竹はイネ科植物に属 しているが、一般にイネ科植物は細長い葉 と折れやすい茎からなる一

年性の草。草の多 くは一年草である。二年草は秋に発芽 し、越年するが春に花が咲き枯死

する。多年草は越年時地上部分がなくなる。樹木は地上部分が冬 も存在する。

竹の特徴として、、茎の細胞が木化する多年生植物である。 2、 通常地下茎による無性繁

殖で樹木は通常有性繁殖である。 3、 茎に空洞があるが、樹木には空洞がない。 4、 休眠

芽は地中にあるが、樹木の休眠芽は地上にある。 5、 外皮が滑 らかであるが、樹木の樹皮

は滑 らかでない場合が多い等々である。竹は木か草か結論は出ない。はっきりしているの

は竹は竹である。

筍 狩 LJの プ ロ 菫 [こ 聞 い た 話

筍の生える地下茎は 1～ 3年までの竹に限る、 4年以上の竹は茎が黄色 く変化 しているの

でわかる。筍の芽は地下茎の全ての節に一つづつついていて、筍は掘 り取 られれば取 られ

る都度次々と順番に出て くる。

筍の皮いわゆる竹の皮は実は葉柄で皮の先の尖 ったところが葉である。竹の成長帯は紫外

線を うけると成長が止まる、竹の皮は節 ごとに成長体を保護 して成長が完成 した時点で自

ら準蓄する。その点をVII用 し、筍の皮を取 り成長をとめて竹の盆裁
・
を作 る。  |

通常、藪の周囲が照葉樹林になっているのは、紫外線を遮 り良質の節間の長い竹を作 るた

めである。

竹は花が咲 くと藪全体が枯れるが、 これは藪全体が地下茎でつなが っているためで、藪全

体が 1本の植物である。

タケノコで知 られているモウソウチクが 日本に植えだ したのは約 260年 前の江戸時代で

ある。ハチク、マダケなどは有用であるため古代か ら日本に自生 していた。

竹 の 代 表 的 な 種 軽 頁 と 見 分 け 方

モウソウチク。節の線は 1本、竹の皮に斑模様、各節の枝は申実、筍は 1番早

ハチク。節の線は 2本、竹の皮に斑模様無 し、枝は中空でな く詰まっている、

ウの次 ぎに生える。

マダケ。節の線 は 2本、竹の皮に斑模様あ り、各節の枝は中空、筍 は最 も遅 く

『 孟宗 もう出ん、淡竹はや出た、真竹 まだ出ん』 と覚えるとよい。

く生える。

筍はモウソ

生える。

竹の節か ら 1本の枝を出すのがヤダケ、クマザサ、スズタケ。 2本の枝を出すのがマダケ、

ハチク、モウソウ、た くさんの枝を出すのがメダケ、 シカクダケ等である。



窄き は 2～ 3年生の地下茎の全節についていて、一つ取 られると次の節、また取 られると、

次の節と順番に出るようになっている。 もし取 らなければ出筍は 1回で終 り、次以降の も

のは「 止まり筍」といって腐って しまう。掘 り取ると3月 下旬から5月 まで 100日 間 も

次夕と出る。江戸時代はこのよう量孟憂選鐵型塑菫里生坦 らず、 |:生頚燐みの令」により筍

の採取はご法度。人々は建築資材 として有用な竹を筍として食べて終 うのはもったいない

と考えた。若い筍を 2つ割にすると節が 60～ 70あ り、竹の皮は節ごとに 1枚ずつつい

ている。筍は最先端の生長点のほかに、各節の上に無数の生長点の集まった生長帯があっ

て、この細胞が 1秒間に 9万個 も分裂 して増えていく、 しかも節ごとに増えるので普通の

樹木の 60～ 70倍の早さで伸長する。筍がめでたいものの代表にされるのはこの急生長

にある。雨後の筍といわれるように、条件がそろえば出筍後 10日 ほどは、 1日 に 1、 2

メーターも伸びる。

窄百σ)颯妻月ヨ音β多)は成長すると稗になるところと、節の中央部の隔壁部分、特に

この部分は維管束が遅れて形成されるので柔 らか くおいしい。筍が小さい頃は縦に伸びる

維管束とともに、横切る維管束ができかかっている。これは隔壁が離れないように丈夫に

するためと、維管東によって、養水分が上下するためである。

やケ C)月に は 1枚ずつ右前つぎは左前と交互につ く、これは枝が節ごとに左右交互に出

て、その節部生長帯を保護するために竹の皮があるか らである。さて、筍が土か ら出て 2

0日 もすると節と節 との間が伸び、竹の皮は存の下部から落ちていき、 1～ 2ケ 月 もする

と若竹は真 っ青な稗になる。竹の皮が落ちると、節に日が当たって節間の成長が止る。節

間の長い竹を作 るために、藪の周囲は常緑樹が植わり常に薄暗いのはそのためである。

やケ翠旱 は真直 ぐなものというイメージが強い、竹稗は成長するとき各節から枝が出るが、

枝の芽の成長のために養分を取 られバランスを崩 し、枝の反対側が曲がる。これは竹だけ

でなく、あ らゆる植物にみられる傾向である。

竹 の ィヒ 〔ま ■pJ tt E [こ 咲 く か

日本や中国では「 60年」 といわれ (十千十二支の最小公倍数)即 ち「 還暦」を意味 し、

欧米では「 100年 」即ち 1世紀、ともに長い年月を表 し、減多に開花 しないということ

である。

美 味 L′ もヽ筍 料 4の コツは朝掘 りを買 うこと、前日ものはあくが強 く、どの

ように料理 しても味が落ちる。茄でる時は糠を使わず、竹の皮をつけたまま茄でると竹の

皮に含まれる亜硫酸塩のために自くなりあくも抜ける。このとき筍 1本 に対 して、唐辛子

1～ 2本入れると味が締まる。売で上がったら冷や し水を加えてもう一度売でると、さら

に美味。味噌あえ、田楽、てんぷ ら、木の実和えで季節感をだ し、先端部はサラダ、和え

もの、若竹汁、中央部は和えもの、基部は揚げ物、煮物に筍だけの単独の味でどうぞ。

筍の美味ベス ト順位「 デ ミョウコサンカラモソ」鹿児島地方の連語で、 1、 「 デ ミョウ」

ダイ ミョウチク、カンザンチクでメダケ属の 1種。 2、 「 コサン」五三竹、ホテイチク6

3、 「 カラ」カラダケ、淡竹。 4、 「 モソ」モウソウチク
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15:00

・ 会計報告

・ 次期役員選任

何でも話そう意見交換会

お茶菓子と共に1時間くらい。

5月総会のご連絡届き春したか、返億され春したてしょうtl。
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5月 12日 (日 )の予定

10:00近鉄奈良駅 行基像前
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例会では観察に忙しくあまりおしゃべりできていないよ

うですので、この際気軽に話しませんか。

ご都合のほどよろしくお願いします。 雨天決行です。

もちろん、午前のみ、午後のみの参加も歓迎です。
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奈良公園の巨木等

にて総会

・ 活動報告と今後の活動計画
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**4月の活動からsポランテイア活動保険に会員全員加入しております。優会

や活動の行き帰りの怪我や事故も保険の対象になります。**
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