春菊 の茎 が・ ・ ・
夕食に 鍋の回 数が増 えてきて 、スー パーにも 生のく ずきりが ギッシ リ並ぶ 季節にな りま
した 。（近所のスーパーは四月くらいから十月くらいまで生のくずきりが陳列棚から無く
なるの です） それに伴 って鍋 用の野 菜達も旬 の季節 になり美 味しい 上にお手 頃価格 で入手
で きるよ うになっ てくる のがとて もウレ シイ。先 日も八 百屋さ んのおじ さんの オススメ の
「タケノコ白菜（中国名・招菜 ）」という長細い白菜に挑戦してみました。これは大阪で
は 見たこと が無い 白菜で したが、 東京で 見たのも 今年が 初めてな ので普 通に「 よーし新 し
い食材 にチャ レンジや ！」と いう出会 いでし た。
「 春菊・き くな」 との出 会いは強 烈なも のでした 。スー パーの青 果コー ナーで 初めて見 た
春菊は 、葉っぱのギザギザの大きさも違いますが、何よりも茎が全然違うっ！「これって、
花 がないだ けでほ とんど菊 やん」 と思わ ずつぶや いてし まう程。 大阪で 見かける 物はほ う
れん草 のよう に根っこ から複 数のやわ らかい 茎が出て いて、 葉自体 も、葉っ ぱのギ ザギザ
も 大きめ。 袋に入 った状態 の物を 遠目で 見るとほ うれん 草に見え なくも ない。東 京の春 菊
は大げ さでなく 菊に近 い物な のです。 初めて それを見 たとき 「本当に 食べら れるの ？食用
菊 の茎？春 菊って ないの？ 」と本 気で探し てしま いまし た。手に 取った 「春菊」 は硬そ う
な茎が 一本だけ 。そこ から生 えている 葉っぱ は細かい ギザギ ザで菊の 葉っぱ そのも の。袋
に は春菊っ て書い てあるし 、裏に は「おひ たしや お鍋に」 と書い てある 。ドキド キしな が
ら買っ て生で味 見して みると普 通に春 菊の味 。菊の香 りが強 い感じが する。 そして成 長し
すぎ たのか 、葉っ ぱの中に は菊の ツボミが あるで はないで すか！ 「やっ ぱりコレ 菊なん や
・・・ 」。茎を切ってしまうと、食べるところが少なそうなので、ドキドキしながらその
まま 鍋に入 れる事に しまし た。食 べてみる と全然 筋っぽさ もエグ ミもなく 、美味 しい。 食
べられ ないハズ がない のについ つい疑 ってしい ました 。ホン トごめん なさい 。です。
後 日、 母（ 関西 人） が東 京に 来た時 の事 です。
夕食 の支 度を して いた 母は 、な じみの ない 春菊を
見 て「 えら い食 べる とこ ろが 少ない 春菊 やなぁ 」
と言 いな がら 茎を 捨て よう とし ている ので す。思
わ ず「 お母 さん 、な んて もっ たいな い切 り方を す
んの 。こ こも 美味 しい ねん で！」 と自 分の ことは
棚 に上 げて 言う くら い、 東京 の春菊 にな じんで い
たのでし た。
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