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事前に予定していた
歓迎行事は中止︒代わ
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た
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10万本の新谷花菖蒲園
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が︑大洲市からは水害
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天測美人﹂ ﹁花一万

社)には﹁YaSh主
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義務)違反の罪で同市に
住む市民課の竹田果歩・
紙面編集田村賢﹁
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県は2 5日︑東京オリ
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日まで︒居住抱や党籍 かれ︑選考委員長代行 て現職の山本氏を擁立 ックの董剛合宿でアフ
の有無︑自薦子他薦は の山本順三参院議員は することを決定し︑党 リカ南東部のモザンビ
ーク共和国の選手団が
問わず幅広く募る︒推 終了後︑報道陣に﹁幅 本部に公認申請した︒

るという夢はかなわなかったが︑独自に開発した新品種は図鑑に

断を下した︒西日本豪雨から立ち直り︑10万本の花を再び咲かせ
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関田
載った︒開発者﹁YaShlma﹂の名は花菖蒲に愛を注いだ証
しとしてこれからも残り続ける︒
︻中川祐二

かつての新谷花菖蒲園︒シーズンになると花菖蒲が

た︒八島さんも品種改 れいですね﹄と褒めて

ちんに照らされた花菖 に﹁菖蒲城﹂という看 心も痛かっだ︒年齢も
板を掲げ︑居間や風呂 考慮して引返を決め︑
蒲が夜を彩った︒
花菖蒲はアヤメ科の 場など家の中にも花菖 園は幕を下ろすことに
多年草で︑江戸時代か 蒲を星示して開放し なった︒
八島さんが開発した
ら品種改良が進められ た︒﹁お客さんに﹃き

屋台を出し︑赤ちょう 名を付けた︒更に自宅 ち﹂︒体も弱ったが︑

月に改善命令が出され
咲き誇った︒見ごろに ﹁花一万石﹂など大洲 た︒﹁大洲市のために
なると﹁花菖蒲まつり﹂ にちなんだ名や︑﹁花 という思いもあっただ
が開かれ︑近所の店が 輪﹂ ﹁奏﹂など家族の けに裏切られた気持

きれいに咲き誇った=八島信治良さん提供︑ ‑

した板の‑上でも花菖蒲が育てられてい

良に情熱を傾けた︒独 もらうと言うに言われ 石﹂﹁崇高﹂ ﹁蛍の友﹂
の4品種は日本花菖蒲
自で開発した日蓮は00 ないうれしさがある﹂︒
そんな思いで家族のよ 協会に登録され︑﹁現
にも上る︒﹁大洲美人﹂

蒲図鑑︑(淡交社)より

欝谷ちくわ高座監鯉梁純絹

矢落川沿いを流れる う︒この辺りは︑19
( 40年ごろの水害を受
あれば6月になると2 けて実施された失落川

小川のほとり︒例年で
00種ほどの花菖蒲的 の改修工事の影響でド
8000株が色とりど ブ川と化してしまい︑

りの花を咲かせ︑観光 夏になると蚊がわくな
客らでにぎわうが︑今 ど悩みの種になってい
年は雑草が生い茂り花
︒
た
花菖蒲は年々増え︑
もまばらだ︒﹁もう椿
れちゃったの?﹂︒6 湿地は観光地に生まれ
月上旬︑閉園と知らず 変わった︒﹁蚊わく湿
に訪れた女性が残念そ 原に〃初夏の花〃﹂と
は74年6月13日の新聞
うにつぶやいた︒
八島さんの長男章さ 記事の見出し︒大洲市
ん(64)によると︑50年 の新たな名所となった

た花菖蒲の苗20株を八 超える見物客が訪れて

島さんが譲り受け︑自 いた﹂とその盛況ぶり

八島信治良さんの自宅。家から突き出

うに大切に育ててき 代花菖蒲図鑑﹂ (淡交

八島さん開発の新品種は図鑑に

=いずれも大洲市で

きた八島信治良さん︒閉園した園内は雑草が目立つ

淑螺飾鎚目姑入り、大喪、やや、、l映

キば50%以上

鶴間怒鍵田懇鶴田器1捷田懇想田怒

丸囲みは降水確率

薫 舘野怒鶴間懇鵜由諾捷蹄懇想田怒

閻薩溺
9 12151821 24
高
堕醒現

以上前︑新谷藩の陣屋 こととともに﹁さる九
跡にある池に咲いてい 日の日曜日には千人を

西日本豪雨乗り越え半世紀1￣人で管理
宅そばの湿抱に植えた を伝えている︒最盛期
のが園の始まりだとい には10万本の花菖蒲が

涙の決断新谷花菖蒲図、に幕
図鑑に載った大洲美人︒開発者として﹁Y
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