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人 ピ 働ぶ の各
た ιた ちは大和 ″ 然 を愛 ιま

わく
わくびつくり奈良発見 その1
守「1 京子
な らや ま里 山林 に梅 が咲 き、奈 良は春本番 とな りま した。
先 日 「里 地里 山 シンポジ ウム 」 (3/5京大会館 )に 参加す る機会 があ り
そ の 中で の 「石油な どのエ ネル ギー 資源 がな くな りつつ ある今 日にお い
て 、 これか らは先端技 術 の 開発 よ りも太陽 エ ネル ギー を直接 利用す る里

な らやまの梅

36

山循環型社 会 を 目指そ う」 とい う提案は私達 の活動 へ の エ ール と心強 く感 じま した 。
さて兵 庫 で生 まれ′
、京都 に住 む私がふ と奈 良人 と自然の会に参加 して 2年 がた ちま した。 それ まで
奈 良 とは無 関係無関心で したが 、 この 2年 間で急接近 、今 では週 に 2, 3回 も奈 良に来 ます 。会 の活
動 、習 しヽ
事、遊 びや 食事、買 い物 に来 ます。 買 うの は食 べ物、衣類や ス ポー ツ用 品、金魚 な どです c
こん なに係 わ りが深 くな ったの でそろそろ奈 良県民 とはいか な くて も準県民 ぐらいに して もらえな い
で lょ っかt

奈良に通 い始めて驚 くことがた くさんあ りま した。その うちの 1つ が 「鹿が いる」 こ とです。
鹿はかわいいです。特に初夏生まれたての赤ちゃんの濃 い茶色の毛に白い斑点 の子がお手Lを もらう
姿 とお尻をなめてやる母 の姿は言葉 に出来ない感動です。
鹿は静かです.お おぜ い集まっていて も少 しもやかましくあ りません。バ リバ リ革を食 べ る音が間
こえるくらいです。足音 もなく近づいて来るのでびっ くりします。私達は 2人 以上 いるとうるさいの
で鹿 に!ま 負けています

.

鹿 の雄 には立派な角があ ります。春 に生え始め秋には 40〜 50c mく らいに もな り、切 られます。秋
には雄同士が戦 うので角のない頭に怪我 をしていて痛 そ うです。また秋 の雄は体に泥 を付 けそのかっ
こよさを雌 に競 つて見せ るので面白いです。
鹿はよく覚 えます。ベー トーベ ンの 田園がホルンで演奏 され ると飛火野へ走 つて行 きます。軽 トラ
ックが来るとそばへ急ぎます。お客がせんべ いを買 うとそ こへ行きます。人が注 目す るとお辞儀 を し
ます。そ うすると餌をもらえることをよく知 っています。 で も人に媚び、頼 る鹿 は うれ しくあ りませ
ん。鹿には野生の品格 を持 つてほ しいのです。だか ら鹿へ の餌や りは観光 目的な ど必要最低限にとど
めてほしいです。 シイやカシなどの照葉樹、 コナラやイヌシデ などの落葉樹が渾然 と生い茂 り、ムサ
サ ビ、ル リセンチ コガネが飛び回るこの美 しい奈良を鹿害で滅ぼす ことのない よ うに したいです。
奈良では様 々な種類 の桜 が次々に咲 く4月 を迎えます。 この季節 はいつ どこで どんな花に出会 える
かわ くわ くし、奈良に来る回数が増え忙 しくな りそ うです。そ して準県民の驚きの奈良発見が増 えそ
うです。
奈良人と自然の会 も4月 には、新入会員を迎えフレッシュな風が吹いて来 ることで しょう。多 くの
皆 さんと楽 しく活動できることを心か ら願 つています。 (ヵ ッ トは筆者)

2月 例会
「 野鳥観察会」

市村勝也

2月 22日 (金 )。 大和西大寺 9時 30分 参加人数 19名

14時 なら山里出現地解散

鳥合せ 35種
カイツプリ、カワウ、コサギ、アオサギ、ォシドリ、
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ:オ カヨシガモ、
ハシビロガモ、ミコアイサ、バン、オオ′ヽ
ン、ケリ、
キジバト、コゲラ1ヒ パリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、
喘
ヒヨドリ、モズ 、ジョウビタキ、シラハラ、ツグミ、
エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、アォジ、
カワラヒワ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブ爾 ラス、
コースは
大和西大寺駅北口を出てバス道を西に進む。平城宮跡バス停を左に曲がり
水上池を右に見てサイクリングロードを北に上がる。
巌之媛命稜と水上池の間を通リコナベ古墳東側を通リウワナベ吉墳の北側を往復しもう一度ヨナ
ベ古境の東側を通り、北上直進右折れし坂を下つて 24号 線をくぐり、JRを く
ぐりすこし進むとなら
山里山に到着。
阿部さんの歓迎を受ける。
すばらしい探鳥コースでした。
鳥合せのあと昼食をとり、当里山でとれたサツマイモを焼き芋にしたのをおいしくもヽ
ただきました。
また、ぜんざいも調子に乗つて2杯もいただいてしまいました。
14期 の方の沖縄みやげのウミブドウもおいしくいただきました
鳥合せの数当てでも35種 正解の 2人 に入り。
じゃんけんで私が勝つてしまいパードカービングのモズを頂きました。
今回の幹事の小日さん、勝田さんありがとうございました。

2月 度例会
「野鳥観察会」
報告
2月 22日 (金 )晴 れ時々曇リ

幹事 :勝 田・4ヽ 日

冬季￨ま カモ類が多く40種 類以上見魏 るは費 すが、今日は固体数も少なくシーンとした水面に幹事は
焦りました(35種・名称上述)。 でも穏やかな日差しの中で羽根の色をしつかり観てもらえたかと思います。
[参 加者]

川井秀夫、市村勝也、豊島すみ子、板橋宏昌、柳原斉二 、小嶺敏勝、小森清道、寺田孝、林令子、
門田勝代、福谷苓子、横井由美子、守 口京子、野田陽子、永井幸次、阿部和生、豊 田正生、勝田
均、小田久美子 、(下 見)勝 田緑

20名

2

二月オプシヨン企画 月ヶ瀬梅渓を訪ね
同

時

平成 20年 3月 7日

(金

)

鯖 れ]

近鉄奈良駅前 行基菩薩像前に集 り (9140出 鋤 の奈良交通バスで出発、 JR奈 良駅発で
すでに満員、会長他 9名 、混み合 ったバスに乗 り込み、1時間 10分 の乗車を楽 しんだ (?)
ことで した。
桃香野バ ス停にて下車、奈良市の谷川 さんが加わ り、 自己紹介 の後 11名 で名勝月ヶ瀬梅
林へ と出発→龍 王の滝へ と 5分 ほど歩き、わき道にそれ るところに、年代 ものの 「灯篭」
があ り古 くか らの信仰 の跡 を忍ばせます。滝はとても小ぶ りですが、潜 々 とした流れがあ
りま した。きれいな吊 り橋 の人幡橋を渡るときは、繭輔 す感 じの風があ りました。「梅渓全
体が三分咲き」 とい う状態で 2月 末か らの寒波で花芽が成長 していません。それ でもとこ
ろどころに紅梅 が咲き歓迎 してくれます。月ケ瀬湖 に沿 つた 1キ ロほどの遊歩道 は、陽だ
ま りの中 で景色を愛でなが らお しゃべ りをした り小鳥を眺 めた りの楽 しい一時 とな りま
した。昼食後少 し急な「代官坂Jを 上 リピンクや紅色 の梅 の下を潜 り抜けます と左右 に,点 在
するお店があ り産地の品々が並べ られています。堅い雷 の梅 に変わ り「ロウバイ」や『マン
サク」が迎えて くれます。「シナマ ンサク」であろ うか、花 が小 さい。見事な福寿草 もそち こ
ちに見 られます。帆浦梅林から「一 日8景 」と呼ばれ る眼下の景色を「いずれ一 面の花の とき
にも一度来るよ !」 とつぶやき眺めて離れ たので した。月 ヶ瀬温泉 の終点では、危 うく帰 り
のバスに乗 り損ねかねない幹事の不手際を、機転で助けていただき、 3:08の バスに乗
車、惜 しみつつそれでも楽 しかつた一 日を終えたので した。今回は貸 し切 リバ スの予定で
したが、定期バ スに切 り替 えての例会で した。 で も、奈良県の東端、二重県、京都府 と接
す るところまでが、町村合併 により奈良市に編入 され、市内料金
用 の方法 もあることを知 りび つ くりした ことで した。

¥100円

例年 より 10日 以上遅れてい る梅

(阿 部和生記

の開花は、地元 の 「梅祭 り]に も人出が大きく影響 してい るよ うで した。
[自

でのバス利

)

然 俳 句]

月 ヶ瀬 やそ の頂 の梅 三 分

秀

夫

3月 オプション プラン。 余寒 の中、旬 には少 し早か った。
冬 を耐え、春を告 げる梅花 の凛 と した風情 が愛 らしい。

1月 .『 まほろばの ソム リエ奈良検定Jが 実施 され、当会か ら下記 の方が合格 され

ま した。おめで とうございます。益 々の ご精進 を期待 いた します。

1級合格 小田久美子 さん

2級 合格

弓場

厚次 さん・ 林令子 さん

3月 例会

早春 の 山の辺 の道を歩 く
川井

1

日 時

3月

15日

(土

)天 候

快晴

秀夫

気温 17° C

2参 加者

野 田・ 平塚・ 小森・ 寺 田 (孝 〉・ 宮沢・ 吉村・ 山田・ 福谷・ 西谷・ 斎藤
(敬 称略 )川 岸・ 伊藤・ 大石・ 林 ・ Jヽ 嶺・ 岩 田 0豊 島・ 弓場 。川井・ 19名

ユ￨の 辺 の道 は、誰 しも一度 は歩 いた 日本最古 の道 ですが 、早春 の季節 には格別 の趣が
あ り、草木が芽 だち、鳥 の囀 り、梅・ 桃・ 山英・ 連麺 の花 が春 の魁 として彩 りを添える。
今 日のコース設定は、 JR柳 本 か ら桜井駅 まで約 10粁 の歩程。 のん びりと自分の感性
で、何か一 つ新 しい発見 を期待 して スター ト.
まづ黒塚古墳。三角縁神獣鏡 33面 が出土 して、ヤマ ト政権 邪馬台国存否 の論争が今
なほ続 いて ゐる。解明できれば卑弥呼 畿内説 が浮上 し、一大 ロマ ンが現実化する。
トレイル セ ンターで小憩後、長岳寺門前 にて レクチ ャー。
空海 の創建。本尊 阿弥陀三尊、最古 の玉眼仏、鐘楼 門、等 寺宝が多 い。
崇神陵 (第

10代 〉・ 景行陵 (12代 )(因 みに第 11代

垂仁陵は西 ノ京 にある)を

経 て、山の辺 では最 も長 閑 な山里風景 を視野 に入れ、漫ろ歩 きを続 ける。
こ
梅 ガ枝 に 自由が群 れをな して、囀 る。 梅 に鷲,は 誤 りである事 を実感。蕗 の菫 0蜜 柑
菜 の花 ,等 地場 産物 の露店 に女性参加者が立 ち寄 り、流 れが しば しば乱れ る。 これ もこ
の地 な らではの光景 か。
桧原神社 で昼食。男性陣は梅花 を肴 に一献。茶店 の草餅、入麺 に も食指が動 く。
記念撮影 を済 ま し、玄費庵 か ら薬神 の狭井神社 。大神神社 へ と急 ぐ。三輪山の ご神体 が迫
り、荘厳 な雰囲気。古代、三輸 王権 の象徴 として歴史を刻む。
いよいよ終盤。平等寺 では植物 の ミニ観察 と同定 に費やす。金屋 の石仏 0海 石招市観音
l!畔 ̀仏 教伝来 の地 ,に て大団円。
を見て、終着点 の初瀬メ
好天 に意 まれ、春風 に押 され、 ひとときの爽快 な リフレ ッシュが最大 の収穫 で した。
古代 ロマ ンと、 自然 の息吹 に触れ て、明 日に向 けて大 きな糧 になった事 と思 います。
新入会 の寺田 孝 さん、伊藤 純子 さん またご参加下 さい。最後 に私 の サポー トを担当
して呉れま した 弓場 厚次 氏 に拍手 を送 ります。皆 さん ご苦労 さんで した。
[自

然俳句]

どこまで も山 の辺 の道 春 の風

秀

夫

3月 定例会。好天 に意 まれ、春 日遅 々と して春草 を踏 む。
邪馬台国のロマ ンに溢れ、早春 の山の辺 は、特 に素晴 らしい。

4

参弓や参躍回ジェクト 。 じポ■卜
2月

23日

(土 )曇 一 時雪

10時 集合

15名

Zo年

3月

10名

奈 良 コー プ 5名 )
我 々が刈 り払 つた湿 田跡地 と笹豪 の一 部 を、県生活環境部 で耕起 していただ くこ とに決
定 しま した。
:
湿 日の草刈、笹薮整備
新 たに使用許可が 出 され た湿 田跡地 の枯草 を刈 る。 この場所 を含 めて 自転車専用道路沿
いの約 3ア ール を県が耕起す ることに決 ま つたので 、畑 の復元や景観植物 の育成 を含 め
参加者

(内 会員

て景観形成 を総合的に検討 してい きた い。
菜 の花 プ ロジ ェ ク ト
奈良 コー プの メンバー を中心に施 肥 と除草 を行 な う。来月 の開花が楽 しみであ る。
午後は雪 とな ったので切上げる。

2月

29日

(金 )晴

10時

15名

(内 会員 14、 新人 2、 非会員 1)
湿 日の朝 、時
県 の耕起に間に合 うよ う a地 区の刈払 い を急 ぐ。湿 田跡や笹薮 の刈跡が広が り、展望が
す つき りす る。春 の芽吹 きの景色 を想像 しなが ら作業 の手に一段 と弾みがつ く。

集合

参加 者

畑作業
かねて準備 しておいた 3本 の畝 にジャガイモ (ダ ンシャ ク、キタアカ リ、メイクイー ン)
300個 を植 え付け、1覆 土 と落葉 による霜除けマルチングを施 してお く。 6月 初旬の収穫
時には盛大にジャガイモ祭 りをやろ う。
塁 山整備

観察路 の整備作業を継紀 さらに、D地 区の林縁部で笹などの下草メ1り に着手す る。林
床 を整備 して明る くす ることによって、里山固有の植生の復活 も期待できるだろ う。

16時 解散

3月 6日 (晴 ) 10時 集合 参加者 18名 (会員 14名 、新人 3名 、非会員 1名 )
1年 間の活動 の結果、 自転車道路周辺の景色の変化が 目に見えるよ うになるにつれ、地
元の住人 の関心を呼ぶ らしい。散歩中の人たちか ら何か と質問を受けることが多 くなった。
その中か らは既 に 6人 の入会申し出があ り、今 日も新たに 3人 が活動に加わった。人の輸
がますます広が って行 く嬉 しい予感。
湿 日の草刈 、笹藪整備 とゴ ミ集 め
笹薮 a地 区の整備が今 日ではぼ終了、あとは県の整地 と耕起の作業を待つ。
資材置場設 置
作業用具や肥料などの置場を作る。古 い コンパネを組み立て、ク レオ ソー トで防腐塗装
をする ￨1勝 さんを中̀い に手際よく作業、色合 い も落ち着 いた外観 に仕 上がる。多謝。
̀り
塁 山整備
笹などの下革を刈 り林床整備作業を続行す る。

解散 3時 30分
[追 記】 3月 17日 、県 の手で湿田や笹薮跡地 の耕起 と新駐車用地の地均 しが されました:

( 古川祐司 記 )

こり〕リース

̀

″ ブイス」0嚇 クを ⊃ ザ
'ス
くれた空Jと い う本 に巡 り会い ました。

７針

10年 程前三宮麻由子 さんの 「鳥が教 えて

小田 久美子

視覚障害者なのに鳥 のことをとても良くご
存知 で した。その直後 NHKテ レビに出演
の彼女を拝見 し、植物 のお話 もまるで見え
ているかのよ うなお話振 り本当に驚 きま し
た。その後立て続 けに講演会でお話を聞 く
縁 があ り、声 も容姿 も美 しく、明るく知的
な彼女に大変感銘 を受け続 けま した。 いつ
もの ように掃除 しなが らの リスニ ングを し

¨
/

て い る と、わ くわ くラ ジオ のグ ス トが 、昔 と変わ らない 明 る く爽や かな彼 女 の 声 が しま し
た。 とて も才能 豊かな彼 女 は驚 くなかれ ビ ヴァル デ ィや リス トを弾 くのです。 そん なひ と
な ので音 には特 に敏感 です。お話 の 中で ウグイ スの 「ホォー 材お 」は 中音 だ と云 うのです。「ケ
キョケキョ は高音 で 「ホォ‐ホ林 ‐
」 は低音だ とい うのです如何 です か ?皆 さん。 日だ けで な く耳
￨」

で も充分探鳥 は出来 る とい う良 い 見本 です。 ウグイ スの 声に出会 つ た ら姿 を探す 前に ど う
ぞ試 して下 さい。
日本 を中心に分布 す る東 ア ジア特産 の鳥 で 、穏や か な春 の 景色 に 「ホォー ホケキョ」は似合 い
ところで 「ホォー 本ケキョ と鳴 き出 したのはいつ 頃 か らか ご存知 です か? 実
゛ー
は、古代人 はあの声 を 「ウク ィ
」 と聞 いてい た とい うの です。 鳥 は 昔 か ら同 じよ うに鳴 いて
ますね よね ぇ。

￨」

いたの に仏教伝来 の後 に「法法華経 」と鳴 くよ うに(聞 く人間側 の事情 で)な つた そ うです ょ。

★

「斑鳩 より」三室 山の ウバユ リが芽を出 しま した。 2年 間笹 に隠れ ていま したが、
今年は笹が刈 られ 、多 くの花が期待 されます。

,竜 田公園のシダ レヤナギの雄株 の大本が花序を開かせま した。毎 日毎 日黄緑色が濃
くな つています。 もう少 しす るとソメイ ヨシノが三室 山に咲 き、 ピンクをバ ックに
なん ともい えない美 しさです。
・ 竜田観音の前 の落葉樹に 2月

26日 か らイカル が来ています。最高 3月 16日 の

百羽位「ぉ菊二十四」の聞きな しを毎朝楽 しんでいます。23日 は 1羽 。・・ (勝 田)

