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「奈良公 園のシカJに ついて
平成 20年 7月

19日

(土 )、

明石

嘉 一郎

奈良県版 レッ ドデー タプ ック作成記念 シンポジ ウムが奈 良

教育大学で開かれた。「大切にしたい奈良県 の野生動植物の選定を終えて」 の基調講演、そ
して、「大切に したい動植物をまもるために私たちにできること」 と題 し、パネ リス ト4名
の話 があった。その後、質疑応答に入 り参加者か ら、「棚 国の景観を後世に残そ うと、地元
の人 々 と一緒に再生に取 り組んでい るが、活動地域 の野生動植物 をまもるために、 どの様
な事を考え作業す る必要があるか」「春 日山原始林等 の整備 について、行政はどの様な施策
を考えてい るか」「鳥獣被害 (シ カ・イノシシ・ サル)に 対す る保全についてJ等 々の話が
出された。質疑応答の 中で、私が 「おや ?」 と思 つた事があつた。
「シカの食害」 に関 して、「奈良公園にシカはい らない」「奈良公園を元の
植生に」 との
話である。発言者の詳細な事情は分か らないが 、 シカ との共生の 中で食害の被害に長 い問
悩まされてい るのだろ うか ?・ ・ とふ と思 つた。私 も奈良定住後実質 5年 良 く分か らない
事が多 い。 も う一度 「奈良のシカ」について考えて見 る事 に した。 シカの食害の被害につ
いては、「大台ケ原」の話はよく聞く。
ここで 「奈良公園ものがた り」青山茂氏 の記述をお借 りす る。
「奈良のシカ」は、 1200年 以上の昔か ら藤原家・ 興福寺・ 南都守護職・ 奈良奉行が 「神
鹿保護」 の一貫 した政策 によつて、大切に保護 されたこともあつて人 との共存関係 (時 に
は人が鹿 の存在 のために生存権 を圧迫 された り奪 われた りした こ とがあったが) を保 ち
続 けた。人権 を無視 してまで も神鹿 として特別の扱 い を受 けて きた 「奈良のシカ」の棲息
数は寛文 11年 (推 定)数 百頭、元禄年間 (推 定)千 頭前後、明治維新当初廃仏棄釈で興
福寺 の力が衰 え、後 ろ盾 を失 うと迫害を受け、明治 10年 にはわずか 30数頭に減少。 第
二次大戦で、人に馴れた公 園の鹿は蛋白資源 として狙われ終戦直後は 79頭 になる等幾多
の受難 の時を経 る。そ して、戦後 の 「神鹿」 としての存在 か ら、観光 資源 としての鹿 に衣
替え し現在 に至っている・・・ .
こ う考えて くる と 「奈良公園の鹿 Jの 趨勢は、他 の動植物にそのまま当て嵌まる、 と思
えてならない。「奈良公園のシカJに 絞 つて、一端 を書きま した。
前述、青 山茂氏は 「奈良公 園 とい うものが一朝 一 夕に して出来た ものではない こと、そ
れは長い 日本 の歴史の歩み とともに、人間の営み と自然 の移ろい とが うまく関連 しなが ら、
独特 の景観 をつ くり上げてきた ものJと 書 いています・・ 。その 中の一つ にシカがいると
思 い ます。

前述 シンポジュームでの質疑 か ら生 じた疑間は、何か解ける八 日が見えた様

に思えてな りません。
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雨 の風情は、四季折 々に情感 を演 出 して呉れ るが、社会生活に災害を もた らす要因にな
る事 も多 い。九月 の声を聞 くと、決 まって忌 まわ しい記憶 が鮮明 に蘇 って来 る。
昭和 34年 9月

26日 。世に言 う「 伊勢湾台風」である。当時、私は名古屋勤務で独身

生活を謳歌 して いたが、夜半 か ら猛烈 な雨 と風。夜 が明 けると惨禍 のニ ュー スが入 り、主
力工場 が水没、従業員 の悲報が伝 え られ、寮が救済本部 とな リー夜 に して戦場 となる。
雨風 の直撃 も未曾有 の ものだ ったが、高潮が重 な り沿岸に係留 されていた木材が一瞬 の
内 に住宅地域 に流木 と して侵入 し、数千人 の死者を出す大惨事 となつた。
収容 された遺体を幾体見 たことか、凄惨 な阿鼻叫喚 の間 の中の 出来事 が、 その表情 に刻
まれ痛 ま しい光景 に絶句 したもので ある。正に魔性 の雨。悪魔 の風 であ った。
当時、イ ンフラ整備 も進 まず、防瀬堤 がなか った事 が最大原因 と言 われてい る。
最近 の集中豪雨 は どうだろうか。昔、夏 の夕立 は風物詩 の様 な もので、 クー ラーの無 い
時代、雨が止む と外 へ 出て床几 に団扇、蚊取 り線香 の匂 いを嗅 ぎなが ら、 ひとときの涼 を
楽 しんだ ものである。昨今 の気候変動 は温暖化 の影響 を指摘 す る声 が多 く、否定す る積 も
りは無 いが 、私 には都会 の生活様式 の変化、 コンク リー トによる土壌 の凝結、緑帯 の減少
、街路樹 の過度 な剪定、等 々。行 き場 の無 い熱風が上昇気流 とな りt周 辺都市に豪雨を呼
び、正に人間社会に対す る天 の鉄槌 と言 うべ き現 象 が恒常化 しうつ ある。 群雨 とか、に
わか雨
・ 目照雨 と言 らた潤 いのある言葉 も死語 にな りつつあ る時代が淋 しい。
閑話体題。詩歌、文学 には地名を冠 した雨 も多 い。「 城 ヶ島 の雨」「 瀬 田の煙雨」「 土
佐 の夜雨」。 ご当地 、奈良八景 の中 には「 雲井坂 の雨」がある。雲井坂 は転害門 に至 る県
道 の緩 やかな坂 を言 う。
雷雨 と言 うの も面白 い と言 っては不謹慎 だが、私 には心を鼓舞 して くれる様 で、天 の打
楽器奏者 に開 き惚れ る。俳句では「 はたた神」 と表現 す る事が多 いが ̀は たた,と は諄震
(へ きれき)の 意味 であ り、「 青天 の露震」のあれである。

他 に 「 いかづ ち」「 日雷」「 鳴神」「 遠雷」「 迅雷」「 雷火」 とも言われるが、物事 の
好 き嫌 いは、 その人 の体験 に根差す事が多 く、私 など前記 の経験 か ら台風恐怖症 とな り、
台風 シー スンになると、気象 ニ ュースに一喜一 憂 し、 どこかへ逃亡 した くな る事が しば し
ばである。弱虫 と言 う勿れ。
今年 も地震、豪雨、鉄砲水、竜巻、高温 と大変地異 が多 か った様 に思 う。
避 けられない現象 も多 いが、人為的 な防災対策 の不備 も被害 を増幅 してい るのも自明 の
理であり、自然 に対す る畏 れ、傲慢 な人間 の営 みに、新 めて謙虚 さを省みたいものである。
この稿は一旦休筆 しますが、「 植物」「 昆虫」「 野鳥」 の切 り口で再開 したいと思 いま
す。次号 か ら「 私 の思 いでの記」 と して活動現場 の人間模様 を書 きたいと思 います。
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山 と森 の月間イベ ン ト「な らや まで遊ぼ う屋 J ス タ ッフ 13名
猛暑 の 中、網 と虫か ごを手に児童 ̀保 護者 計 22名 が参加。今回 か らベ ース・ キ ャ ンプ を
山際 の緑陰 広場に うつす。 日なた よ り気温が 4〜 5度 も低 く、木 の間 を渡 る風が′
き地 よい。

7月

(土 )晴

山歩 きの注意 と昆虫の解説 の後、年長組 (リ ー ダー菊川 さん・ 守 目さん)年 少組 (林 さん・
勝 田 さん)に 別れて観察 に出発す る。 広場上空には、 ギ ンヤ ンマ 、 ウスパ キ トンボ 、 コシア
キ トンポ 、チ ョウ トンポ が遊 tし て子 供 た ちを誘 う。林 の 中ではお 目当て の 、 ミヤ マ クフガ
タ 、 コクフガタをグ ッ ト.ク フの本 に蚕 の先祖 の クフ ゴがいて 、林縁部 には さま ざまなチ ョ
ウ、ハ チ 、 カナブンな どな ど。今 日確認 で きた昆 虫の数 は 50種 類 にの ぼ った。午後 は 自然
工作 の昆虫作 り、お手製 の水鉄砲 とば しを、涼 しい木陰に子供 たちの楽 しそ うな声 が終 日響
い￢
Cい プ
こ。
ア ンケー トには、全員 が大満足 と答 えて くれて、世話 した ス タ ッフに とつて も充実感 の あ
る一 日とな りま した。
解散 3時

31日

参加者 13名
草刈 リ ナ ス収穫、サ ツマイモ蔓返 し
昨 日「な らやまで遊ぼ う屋」 のイベ ン トが奈良 TVで 放映 された。好意的な内容で、出演
したメンパーや会員か らは大変良かつた との評判。中で もイ ンタ ビュー された近隣住民 の方
か ら、我 々の活動を評価 するとい う複数 の発言 があ り、大いに勇気付 け られる。奈良・ 人 と
7月

(木 )晴

自然の会 として良い PRと なった と思 う。
夏枯れ の時期 を迎えて、ナス クラプの水遣 り当番制は、メンパーの協力 で円滑に回転 して
い る。ただ、無農薬栽培 のためテン トウムシダマシの虫害が 目立つ が、手 による駆除に頼 る
だけで、まさにお手上げの状態。何 か良い方法はない ものか。

2時 30分

解散

8月 8日 (金 )晴
参加者 16名
A地 区山の竹間伐、草刈 り、垣根修復
8:30 始動。今回か ら、阿部会長 の外部講演を聴 いて参加 された新 しい仲間 (井 戸八
穂子 さん)が 加わる。心か ら歓迎 します。無理せず、マイペースで頑張 つて くだ さい。
A地 区の山地の竹やぶ の整理が進行中。 ここは、もと栗林だ つた らしく、拡大す る竹に押
されなが らも、クリの本 が生き残つてい る。今秋までに竹林 の除伐を完了 させて、新たに苗
木 を補植 し、里山の魅力 としての栗林 の復元を目指 したい と思 う。
ナ ス クラプは、更新剪定を実施。暑 さに弱 つた枝 を切 り詰 め、た つぶ りの肥料 と潅水 を施
して、樹勢の回復 を待つ。 うま くい けば、 9月 以降、やわ らかい秋茄子 が期待 できるかも。
自転車道路沿いの竹垣 の腐朽 が 目立つので作 り直す。 ゴ ミは回収 してもまた投棄 され る。
草刈などの管理面積は拡大する。 当然 の事 なが ら、昨年始からの景観形成作業に並行 して、
維持、保全の作業の ウエイ トが徐 々に増 して くる。 マ ンパ ワーはまだまだ増 強 しな くてはな
らない。行政 のパ ックア ップ確保、地元へ の働 きかけ、シニア 自然大学 の実習生の受け入れ、
ホームペ ー ジに よる PR,各種イベ ン トでの啓蒙活動、マスコ ミの活用な ど裾野の広が りの
ために、より多方面への働 きかけが必要である。 2時 30分
解散
追記
山野草区画では、オ ミナエ シが花盛 りです。まもなく、 フジバ カマ も開花 します。花壇 で
は、百 日草、 コスモスがきれいです。興味 のある方、一度お立ち寄 り下 さい。
(古 川

祐司 記)

ならやま里山林ヨ螺観孵レノ生 ト
オオマ ツヨイ グサ、ベ ニバ ナボ ロギタ、ィヌ タデ

、ヘ タソヵズ ラ、ツユ クサ等が咲 いて
い ます。花は終 りま したが コタランの群生地を
新たに 2ヶ 所見付 けま した。来年 7月 を楽
しみに しておぃて下さい。
畑では華や か さと明るさを与えて くれていた ヒマ フ リは終 りま したがオ
ミナニ シ、 ヒャ
タニチソウが元気です。
(林 ̀令 子)

昆彙
:=11彗 話貌
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教 えるよ りも感 じ・ 考えることを大警にの言葉 を頼 りに参加 しま した。
子供たちは高学年 と低学年に分 かれま した。私は低学年 のグルー プ担 当で、幼稚国 の子
か ら4年 生 ぐらいまでで した。林 リー ダー の下み んなで出発 しま した。 ヒマ フ リ畑 の前 で
「ヒマ フ リは太陽 と共に回る ?Jそ んな質問 にみんな 『 ???」 チ ョゥ トンポが ヒラ ヒラ
と飛んでいます。少 し行 くと 昆虫清ギ (コ ナラか らお酒 の成分が出ている)に 到着。な・
な 。なん と !!!ミ ヤマ クフガタがいま した。 よく見るクフガタよ り数段大きいです。子
供 も大人 も目が輝 きま した。
「このにお いは ?」 「あっヨモ ギや

!」

「いいにおいやなあ.J「 これは ?」 みんなの顔 が ゆ

がみま丸 『ウエー ッ.」 ヘ タソカ ズラの臭いで した。
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子 のお母 さんが、初めは涼 しい ところか ら出るの を嫌が つていたのに、今はいつ まで も遊
んでいたい と言 つて ると話 して くれま した。帰 つて くると、会員 さんが本 の腐 つたの を コ
クフガタのかごに入れて くれま した。「ゼ リー を入れて世話 した ら大きくなるよ。JJヽ さな
女 の子が真剣に聞き入つていま した。楽 しそ うな光景で した。
がらかわいい作品が
午

亀雪]彙 :IIII督 象霞冒碧運集亀繁亀亀亀二写tll響

奈良TVか ら感想 を聞かれて、親子 とも楽 しか つた といつてい る笑顔がよかつたです。
幹事 さん方がよく準備 され、本 当にいい行事ができま した。
大人 のマニ ニアル通 りに動かすのでな く、安全な饉田 で子供たちが 自分か ら身体を動かせ
て活目するこ との大切 さを学んだ一 日で した.
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真守君 (小 4)

竹きりはお任せ下さい"・・
平丼 隆三
散歩の途中作業をされている会員に声をかけたのが、私たちの会との出会いで した。
私は平城山のフ ィール ドに隣接する佐保台の住宅地に 20数 年前 にひ っこしてきま した。
今も自然環境 がよく私のお気に入りの居住地ですが、当時はもっと録が多 <勤 務地 の大阪
から帰 つて <る と ドリームラン トを越えたあたりから、気温があきらかに変わるのが判 つ

たほどでした。平城山フィールトも畑や田んぼが整然と管理されており、今思えば里山が
そのまま残 つていたのです。定年を前に反人から森林ボランテ ィアに参加しないかと誘わ
れ、枚方の野外センターで家内とともに活動してきま した。そこでは主に竹の伐採をし、
その跡地 に植林をするような活動で、良い仲間たちと楽し<活 動をつづけてきました。一
方散歩をするたびに平城山の自転車道の両端が荒れてくることに気がつ<の にはそんなに
時間は要りませんで した。人と自然の会がこの地で活動をしていただいていることに本当
に感謝 しています。皆さんのように自然観察の知識はありませんが、竹きりは任せてくだ
さい。会のことをも つとよく知りたいと思います。近所の人たちにも声をかけ多くの人が、
仲間になつてくれたらと願 つています。

人 と自然 の係 わ りについ て

谷川 雅邦

豊かな 自然 の叫び とそつ と語 りかける囁き その優 しく澄 んだ眼差 しに深 い静 けさの中で
いつのまにか人は自然に心を奪 われ るのだ
人は 自然 の恵みを授 か りその優 しさに素直な心 の豊か さを育みます。人に命があるよ うに
本 々や草花、そ して山や河、空や雲にも風にだ つてそれぞれ の命 が宿 つています。
雨の 日も風 の 日も互 い に言葉にな らない小 さな声で語 りかけ喜 び も哀 しみ も共に功け合 い
明るく楽 しく生きてい ます。だから人 と自然は昔か ら大好きな友達同士なんです。
風薫 る信濃路 の緑深 く して零れ 日の輝き冴 えわたる 夏雲 の流れ に追いす がるよ うにひた
走 る縁 の ぎわめき 欅 に流 した ジュー タンの よ うに山裾 が幾重 にも拡が つて 深 い谷間に
ふ り注 ぐ夕 日はなだ らかに優美な光 の影 となる 静 かに動 く山影 が陽ざ しのお もむ くまま
に山肌 を駆 け抜け

まるで長 く短 い夏の汗を流す よ うに季節 が過 ぎ去 ってゆ く 眼差 し舷

しい生きた 自然の音色 と囁きが胸に関 こえるよ うだ
(晩 夏 の信濃路 にて)

向盤俳々欄
秋茄子 の今 ひとたびの実 りかな

秀

な ら山里山林。夏 の茄子 も終 わ りを告 げる。
秋茄子 に実 りの再現 をと手入れが続 く。成否 や如何 に。

夫

・ 慄 ξ審
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小 FB 久美子

「百舌鳥の銭勧請」

ー ー
城 旧跡に出かけた ら 「キィ キィ キチけ希」のソコが聞 こえま した。
"平 が,い配な暑〜い 日、いつ もな ら葦原はまだ『キ゛ョウキ'ヨ ″―キ゛ヨウ
まだ熱中症
゛ ー コー スの
はずですが、立秋は 3/7、 彼 らは暦を理解 してバ
ラ
キヨ
ウ
ン」の
トンタッチが もう済んだので しよう力ヽ
べ
音話 一一ある時、モズ とハ トとシギが料理屋で ご馳走 を食 ま した。

舌鳥の銭勘定」 といつたそ うです。勘定にな るとわざともたもた した り、
急にいな くなつた りして誤魔化す人 をモズ とい うのだそ うです。 ホ ト
トギスに借 りたお金を返 さなか らた り、昔話のモズはいい性格ではな
かったようです。 スズ メ大のク リクリした 目を した顔は とても可愛 い
小鳥なのに、 どうして狡賢 い役所 にキャステ イングされてきたので しよ
が
うか。 奈良では 『百舌鳥 が鳴き始 めると風が吹かない」 とい う俗信

ぎ Ｆｆ
ふ落外 鳥畿 ・
奮職
■︶

その食事 は十 五文でハ トに人文、 シギに七文出させてモズは払いません
「
で した:勘 定は他人ばか りに払 わせて自分は少 しも出 さないことを 百

あるそ うです。
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f.7z\f

2cm

カ タバ ミ 2.5 cm

守 口 京子

ツメクサ 2 cII

奈良公園の草花 は小 さい。2年 ほど前奈良に通 い始めた ころ、奈良公園には芝が生えてい
てその芝を鹿がせ つせ と食 べ るので、鹿 の嫌 いなイ ワヒメフラ ビやイラクサなどを除 くと
草花 は生えていないと思 つていた。 ところがよく見ると芝の間に色 々な草花が生えている
のに気がついた。 そ こで今回 は もの さしと虫めがねを持 つて写生に出かけた。 かわいい花
がちゃん と咲 いていて うれ しか つた。 トウバナはシソ科 の花 らしく唇形 の花で先が赤紫 で
美 しい。 カタバ ミは 日当た りのよい所では花を開 いていたが、 日陰では閉 じていた。鮮や
かな黄橙色が 目立つ。 ツメクサの花は自くて小 さくてほとん ど観察不可能、でも濃緑 の細
長 い葉がた くさん出ていてつやつや としていた。
人に踏 まれ鹿 に食べ られなが らも、芝の陰 に隠れ るよ うに育 ち、花 を咲かせ実をつ け子
孫を増や しているしたたかな草花。奈良の草花 はす ごい。

