平 たい 桃の こ と
我 が家のベ ランダ で青ジソ と赤ジ ソを栽培 してい ます︒ 種を日本 から送 ってもら い雹に
当たらないように水生栽培で芽を育て土に移植したものです︒そんなに大事に育てたのに︑
去 年より 涼しい夏 だから か ︑
は たまた 面倒見が 悪いの かナカナ カ葉っ ぱが茂っ て来ま せん ︒
植 木鉢が 小さいの が問題 かもし れないと 今︑ハ タッと気 づきま した︒私 は今ま で観葉 植物
など植物 を育て たことの 無かっ たのです が ︑
どうして 突然シ ソの栽培 を始め たかとい うと ︑
ただ単に 柴漬け が食べ たかった からな のです︒ ドイツ では柴漬 けを簡 単に買 うことが 出来
ません ︒送って もらっ たらもし かして 没収さ れるかも しれな い︒それ は悔し い︒日本 人が
たくさん住むデュッセルドルフにまで行くのは無理︒でもどうしても食べたい ︒﹁じゃあ
赤ジソ を植え て作った らええ やん﹂ とまた短 絡的に 考えて栽 培を始 めたので す︒青 ジソは
そう めんやそ ばの具 にしたり ︑スモ ークサー モンで 押し寿 司をする ときに ご飯に混 ぜると
美味 しい事が 分かっ たので 気合いを 入れて 育ててい るので す︒先日 ︑初収 穫の青ジ ソ︵た
った の２枚 ︶をそう めんの 具にして 食べま した︒旦 那さん と﹁あ あ日本の 味やー ﹂とうっ
とり としな がら食べ ました ︒少量 の柴漬け が出来 るくらい には赤 ジソが育 ってい るので そ
ろ そろ念願 の柴漬 けを作っ てみよ うと思っ ていま す︒
い まドイツ ではス イカや 桃︑プラ ム︑ネ クタリン が旬を 迎え美味 しく安 く買う ことが出
来 ます︒ 去年は家 探しや 森に成っ ている サクラ ンボを探 すのに 夢中で果 物屋さ んをきっ ち
り チェッ クする ことなく すごし てました ︒果物 屋さんの 店先で 平たい 形をした 桃を見 つけ
たにも かかわ らず迷っ ている うちに どんどん 見か
ける頻 度が減 ってい き︑思い 切って 買った ら日本
の白 桃の様な 味でそ れはそ れは美味 しい桃 であっ
たこ とが分 かったの です︒ ところ が気づい た時は
すで に遅く 桃を満 喫する前 に旬が すぎてし まった
ので す︒そ のリベ ンジの為 に今年 はせっ せと果物
屋さ んに通 い６月 の終わ りくらい から出 始めて い
る のを獲 物を狙う 猛獣の ような 気分で値 段と大 き
さ ︑熟れ 具合を 確かめて いたの です︒ そしてこ の
間 念願か なって やっと購 入した のです ︒この桃 は
熟 れると 日本の 白桃と 同じく手 で皮を むくこ とが
出 来る のですが ︑ドイ ツの人 たちは皮 ごと食 べる
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と聞い たので早 速洗っ て皮ごと 食べま した︒ 甘くてお いしい ︒１年越 しの桃 の味です ︒産
毛が気 になる かと思い ました が︑全く 気にな らず一気 に２つ も食べ てしまい ました ︒今年
は﹁も っと食 べたかっ たー﹂ と女々 しく思う ことの ないよう にせっ せと旬の 果物を 満喫し
よう と思って います ︒
︒
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