
2013.04.01
ハスの植え替え

桜の咲く頃が、ハスの植え替えの適時だときいてるので、昨年の鉢をひっくり返した。
思ったよりフックラとした形の良い蓮根ができていた。
新しく買った経４０㎝の鉢に植え替えた（小舞妃）。

2013.04.02
新しい仲間

【ジプシー】　　　　　　　　【蜀紅蓮】

今年、新しくハスとスイレンそれぞれ１種類ずつ追加した。

cohoh水辺の日記
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2013年の蓮と睡蓮の栽培記録



2013.04.10
ハスの植え替え終了

ハスの植え替えが終了！
　今年は３種類「喜上眉梢(きじょうびしょう)」「小舞妃(しょうまいひ)」それに新しく
「蜀紅蓮（しょくこうれん）」が追加。
　昨年一つの鉢に二つ蓮根を植えたが今年はあえて一株だけにした。残った蓮根がちょっ
ともったいない気がする。
　近くの「ハスの寺」と称する喜光寺に行ってみたら、境内にある植え替えのすんだハス
鉢に余った蓮根が浮いていた。これどうなるんだろ？と思いながらちょっと真似をして家
でも余った蓮根二つばかり池に放り込んだ。

2013.05.12
浮き葉が出る

cohoh水辺の日記
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早くも、浮き葉が出てきた。
何故か、鉢によって水の濁り方が違う。藻の発生も違う。用土のせいか？

2013.05.21
睡蓮、咲いた！

　今年、最初の睡蓮が咲いた。根があまりにも大きくなって、鉢からはみ出てしまったた
め、植え替えもできずに、ここ数年ほったらかしにしていた株の花である。去年より2,３
日早いようである。葉があまりにも大きく茂りすぎたせいか、去年はこのあとの花つきが
悪かった。
　今年は葉を間引いて日が当たるようにしようと思う。
　一昨年植え替えた睡蓮は、去年何故かどの鉢も花をつけ
なかった。
 今年は、その一つの鉢からのツボミが膨らんできた。
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2013.05.24
第二の花

昨日、膨らんでいた蕾がきれいに咲いた。

2013.05.26
五つ目の睡蓮

　五つ目の睡蓮が池の隅の方で咲いた。古株は何故か葉が勢い良く立ち上がっており、花
がその陰に隠れて、申し訳なさそうに咲いている。
　あす、元気のよすぎ葉も2,３本切ろうか・・・？

2013.05.28
睡蓮の葉を間引く
　混み合った睡蓮の葉を間引いてみた。葉のしたに隠れていた蕾がいくつかみえた。
　去年より花付きがよさそう ^.^
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2013.05.30
蓮の立ち葉

すべてのはちに立ち葉がそろった。

2013.06.01
睡蓮（ジプシー）の開花
今朝、ジプシーが咲いた。
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2013.06.08
ハスの立ち葉
　ハスが盛んに立ち葉を伸ばしている。
　手前の鉢は「小舞妃」だったと思うが
経３０cmの鉢でその経より５、６cm大
きな葉が立ち上がっている。花もこのく
らい元気に咲いてくれたら良いのにな、
と思う。

2013.06.09
三日目の睡蓮

2番目の花が三日目を迎え、きれいに開花して
いる（am10:00)。
明日は、もう無理だろうなo( _ _ )o

2013.06.12
ハスの蕾

ようやくハスの蕾が立ち上がった。
「小舞妃」（だったと思う。どの鉢に何を植えたか・・・？） 
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2013.06.16
三つ目のジプシー

三つ目のジプシーが咲いた。
白の睡蓮はその後蕾も見られず、今
年もこのまま終わるのだろうか？

ハス立ち葉が大いに茂ってきたが、
蕾はまだ小さなのが一つだけであ
る。

2013.06.19
ジプシー４輪目

昨日、膨らんでいた四つ目のジプシーの蕾が今朝きれいに咲きました！
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2013.06.24
5輪目の蕾

　五つ目の睡蓮（ジプシー）の蕾が
膨らんでいる。

2013.06.25
睡蓮の一日
　今日は、睡蓮の一日を追ってみた。　朝顔のように早起きではない。８時過ぎ頃からボ
チボチ開き始め、11時頃が一番元気そう。　
　この日は11時頃からジムへ行ったので帰ってきたのが１時過ぎ。睡蓮はと見ればもう睡
りはじめている。　2時過ぎには完全に蕾の状態に戻ってしまっていた。

2013.06.28
6輪目
　６輪目が池の西の端で咲いた。
　ハスのように水面から茎を長く出して咲いていた。
　昨日、ハスとスイレンに追い肥をやった。施肥の量がよく分からないので、適当
に・・・
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2013.06.29
ハスの蕾

　ハスの蕾がようやく見えてきた。
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　昨日、連れ合いの姪を案内して、唐招提寺と薬師寺に行ってみた。やはり、まだ時期が
早いのか咲いてはいたが、数は少なかった。

2013.07.02
Jypsy No.7
　七つ目のジプシーが咲きました。本当に良く咲いてくれます。

　それに引き換え白い睡蓮はその後さっぱりです。去年植え替えて咲かなかったので、今
年そのままにして様子を見ようと思ったのだが、はじめこそ幾つか咲いたものの、あとが
続かない。
　やはり去年の植え替え方が悪かったのだと思う。

ハスの蕾が膨らん
できました。「蜀
紅蓮」の蕾はまだ
ですが立ち葉は驚
くほど大きいで
す。
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2013.07.05
ジプシーNo.8

　八輪目です。色がちょっと淡いです。
　６月１日に最初の花をつけてから八つ目、一つずつ咲いていくので、だいたい五日に一
輪、切れ目なく楽しませてくれる。

2013.07.06
No8の二日目

　ハスの蕾が大きく膨らんできた。明日にでも
咲きそう。
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　８番目の花が二日目を迎えた。
　咲き始めより色が濃くなったよう。
　午後3時にはしぼんでしまった。明日
はもう無理であろうか・・・？



2013.07.09
最初のハスは「喜上眉梢」だった

　６日の夕方膨らんだ蕾を見て、明日は咲く
かも・・と思ったが、７日は蕾のまま、８日
もまだ。
　今日になってようやく開花。開ききらない
慎ましい姿のまま、午後には閉じてしまっ
た。　明日はもう少し開くと思う。

2013.07.10
Jypcy-No.9
　睡蓮（ジプシー）No.9
　No.8のすぐそばに咲いた。
　色は淡い。

2013.07.11
三日目のハスと二日目のスイレン
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2013.07.14
ハスの葉と蕾との意地の張り合い

ハスの蕾が葉を突き抜けて伸びていた。
　蕾に突っつかれても避けなかった葉、葉に妨げられても曲がらなかった蕾。その結果が
これなのでしょう・・・！　どっちも強いですね(^_^)

　No.9とほぼ同じ場所にGypsy-No.10がさきまし
た。
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2013.07.15
ハス・スイレンの病虫害？

　二つ目の蓮が咲いた。一つ目と同じ株から
咲いている。
　先日、これを「喜上眉梢」だと言ったが、
ちょっと自信なくなった。一日目の花が鮮や
かなピンクだったので、そう思ったのだが、
二日目いっぱいに開いたのを見たらオヤっと
思った。きちんと名札を付けておけば良いの
にと思う。
　もう一つ後ろの、葉っぱを突き抜けた別の
鉢の花が咲いたら、はっきりすると思う。

　ところで、今年は葉っぱに異常が見られ
る。蓮や睡蓮は病虫害に強いのだそうだ
が・・・。　去年までは特に気にならなかた
が、今年は目立つ。　特に睡蓮の葉に黄色い
斑点が出てくる。白い睡蓮は今年もやはり最
初に幾つか咲いたあと、さっぱり花がつかな
くなった。来年は整理をして植え替えなけれ
ばならない。

2013.07.20
蜀紅蓮が咲いた。

　１６日から旅行に出ていて、今朝東京から
夜行バスで帰ってみたら、ハスが出迎えてく
れました。
　その中に今年購入した「蜀紅蓮」も咲いて
いました。。
　これはカタログには「中型種」とありまし
たが、今までの「小型種」とあまり差はあり
ませんでした。
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　ところで、今まで咲いていたのは、やはり「喜上眉梢」ではなく「小舞妃」だったよう
です。

2013.07.22
喜上眉梢No.1の咲き始め

　喜上眉梢、最初の蕾が咲き始めた。

2013.07.23
喜上眉梢No.1の二日目
　喜上眉梢No.1が二日目の今朝、奇麗に咲きました。
　しかし、ハスの花の開き具合は時間の経過ですぐ変化し、本当に見頃な瞬
間というのは短い時間だと気付きました。隣の蕾が影響しているのかもしれ
ません。
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蜀紅蓮２番目の蕾が膨らんできました。

2013.07.24
二つ目の蜀紅蓮

　二輪目の蜀紅蓮が咲いた。もう３
０分ほど前であったら、もっといい
姿だった。

　今日のジプシー。これで幾つ目かもう数え
ていないが、次々と咲き続けている。
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2013.07.25
ハスの３役揃い踏み

朝６時、２回の窓から見たら、３種類のハスが揃って咲いていました。

喜上眉梢は２輪並んでます。

　近づいて見ると、私より早
起きの先客がいました。
（下の写真・・わかります
か？）
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2013.07.26
今日も揃ってオハヨウゴザイマス

2013.07.29
新しい花が咲いていた

東京に行っていて三
日ほど留守にした、
小舞妃と蜀紅蓮の新
しい花が咲いてい
た。(右が小舞妃、左
上が蜀紅蓮）
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2013.07.31
金魚を入れる
　昨日、蓮鉢の周りの雑草が邪魔になるので、草むしりをした。ほんのちょ
っとの間だったが手足を猛烈に蚊に食われた。
見ると鉢にボウフラがわいている。蚊が多いはずである。
　早速、金魚を３０匹ほど買ってきて鉢と池に放した。

2013.08.01
蜀紅蓮

　朝、８時
　奇麗な開き具
合。紅いストラ
イブも美しい！　
　開花三日目な
ので明日は散る
でしょう。 
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2013.08.02
蜀紅蓮とジプシー

昨日の蜀紅蓮はやはり散った。これで蓮
は一時お休みかと思っていたら、昨日ま
だ小さかった蕾が咲いていた。

　池にもジプシーが開いていた。
　先日放した金魚も写っていた。
                          

2013.08.03
二日目の蜀紅蓮とジプシー（10時30分撮影）
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2013.08.04
今朝の小舞妃
昨日、大きく膨らんでいた蕾
が咲きました。（am8:33)

2013.08.07
蓮の花：開花から散るまで

４日から今日（７日）まで小
舞妃の花の変化を見てみた。
何か小学生の夏休みの自由研
究みたい。
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2013.08.08
追い肥の時期か？

 　お盆の頃に追い肥を
やると聞いているので、
マグアンプを少量ずつ施
した。ただ、池の中の鉢
はジプシー以外はしてい
ない。
　珍しく、ジプシーが２
輪同時に咲いていた。

2013.08.09
今年最後のハスか？
 　昨日、大きく膨らんでいた蕾が今朝咲いた。「小舞妃」は他の２種類より
花も葉も大きいが、その中でも今朝のは今夏で一番大きな花のように思う。
　もう、どの鉢にも蕾が見られないので、ひょっとしたらこれが今年最後の
花になるかもしれない。
　お盆を迎えるのにふさわしい花である。
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2013.08.13
ジプシーの頑張り

９日に咲いたハスが散ったあと、ハス鉢に
は蕾が見られない。去年は８月いっぱい続
けて咲いていたのに・・植え替えが悪かっ
たのか？　暑すぎる気候のせいか？
　一方睡蓮のジプシーは咲き続けてくれて
いる。

                                                                            　　蓮の花の一生
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2013.08.17
池のハスに蕾

　今朝、また新しく睡蓮が咲いたので、庭へ降りてみたら、池の反対側に小さなハスの蕾
を見つけた。池に沈めたハスには、あまり期待しなかったが、初めての蕾。

2013.08.20
池のハス

　池のハスの蕾がだいぶ膨らんできた。開花
は明後日頃だろうか。
　睡蓮は今日も咲いている。
　一方、鉢の蓮は相変わらず蕾を付けない。
それでも来年のための蓮根は成長しているの
だろう。鉢の土の盛り上がりが、予想以上に
著しく、一番小さい鉢はもう縁のところ迄も
りあがってる。朝晩の水の補給が忙しい。
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2013.08.23
ハスの鉢を池に！

　鉢一杯に土の盛り上がった蓮鉢は池に
沈めることにした（右上の金魚のいると
ころ）。
　睡蓮は相変わらず一つずつ咲いてい
る。

　池での最初の蕾、もう一週間ほどにな
るがまだ咲かない。

2013.08.24
池の蓮
　池のハスがようやく開花しました。
　蕾を見つけてから１週間ぐらい経ったで
しょうか・・・。
　結局、今年の蓮の花はこれが締めとなり
ます。良い姿で咲いてくれました。近くで
見ると結構迫力があります。
(朝７時50分撮影）
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　初日ですので昼を過ぎると早々に閉じてしまいます。

2013.08.25
倒れた蓮

　昨日の咲き具合から、今日は美
しい二日目の蓮が見られるだろう
と、庭を見たら何としたかことか
蓮の花が姿を消している。小雨の
ぱらつく庭に出てみると、大きな
蓮の葉の陰に倒れて咲いていた。
夜中に強い雨が降ったのでそのせ
いか？

2013.08.28
８月も終り（１）

　８月もそろそろ
終わり。睡蓮（ジ
プシー）だけが一
人頑張って咲き続
けています。

2013.08.30
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８月も終り（2）
 　８月も終り。蓮は24日に咲いた池のハスを最後に今年の花は終わりました。
　池の蓮も鉢の蓮も葉が枯れ始めました。
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2013.09.02
９月に入って

　そろそろ、葉を刈ろうかとおもってい
る。
　今年は少々早く花が終わったが、ご苦
労様でした。

三日ほど花を見なかったが、今日新しく
一輪咲いていた。

　睡蓮も、もう終わりに近いのか何とな
く咲き方にげんきがない。気温が低くな
ったせいか、雨が降ったせいか？

2013.09.08
９月の睡蓮

 　今朝、咲きま
した。２日の時も
そうでしたが、こ
れが今シーズン最
後かなと思いなが
ら眺めていまし
た。
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2013.09.12
９月の睡蓮２
今朝も、新しく一輪咲きました。

2013.09.25
'13水辺の日記・最終投稿
　ここ数年放ったらかしのままにしておいた、白睡蓮の大きな株を引き上げました。 や
はり今年も葉ばかりが繁り、花付きが悪かった。左の方に沈めている鉢と合わせても10
輪も咲かなかった。 
　それに引き換え新しく購入した紅睡蓮（ジプシー）は一鉢なのにもかかわらず夏中咲き
続けて楽しませてくれた。
 　蓮は４鉢植えたが、いずれも順調に花をつけたと思う。ただ気候の関係か花の終りが
去年より１週間ほど早かった。 

「水辺の日記」今回で終了します。 
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