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「リレー随筆・お元気ですか !」 <新企画>
「主役はだあ―れ !」 ―校庭昆虫観察会―

「何があるかなぁ?」 ―市街地の里山一

ならやまでの教育実習感想<シニア自然大学校生>

ならやま<レポー ト・自然観察>・ 癒しの散歩道

鳥シリーズ・ 自然俳句

「もう、ツグミ?J地域情報・「お帰り掛矢くん』

9010月 行事案内<例会・オプション。ならやま>

今月の表紙・ペン画に寄せて
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郵録一鐙 筆

和さんちの庭

齋藤和子

この庭広くはない。でも植生が豊富。 1月 ロウバ

イの黄色い花 甘い香 り。 2月 ジンチョウゲ ウメ

達も負 |す ぬと春を運ぶ。

そろそろフキノトウが・ 。とさがす 「出てる !J

天ぶらしよう :庭が新芽 若葉で賑やかになる4月

5月 には両手一杯に摘んだミツバをバターで炒め塩

コショウ。「うまい !」 蕗も大きくなつた 。・煮物に

しよう。畑ワサビも食べ頃だ。

タッパーに入れ熱湯そそぎすぐ捨てて醤油と砂糖

入れてふたして 。・ピリリと効く一品だ。

あれ !ド クダミがいつのまにか 。・忙 しくなるc

生葉はす り鉢でつぶしてガーゼで絞 り親水軟膏に混

ぜてクリーム。茎、葉は干 して ドクダミ茶やホワイ

トリカーに 1年漬けて化粧水。 6月 見上げるとカキ

の葉も一人前。柿の葉寿司は渋柿の広い葉が便利c

塩鯖を買つてくる。あ―ホ トトギスも鳴き出した

「キョッ キョッ キョッキョッ」

一年中楽しませてくれる和さんちの庭。

森林インストラクター 9年

寺田 正博

奈良 。人と自然の会が発足 した年の 12月 に森林

インス トラクター資格試験に合格 しました。会報の

新年号の寄せ書きに、森林インス トラクター 1年生

初心忘れず と記 しました。

森林インス トラクターとは、森林を利用する一般

の人たちに対して森林や林業に関する知識を与え、

森林の案内や森林内での野外活動の指導を行 うもの

です。この試験は環境教育推進法に基づく農林水産

大臣、環境大臣の登録事業です。登録者は都道府県

の行政部局や教育委員会、国や県の森林・林業関係

機関等に紹介されています。

平成 22年 2月 、全国で2818名 、奈良県で 4

7名 です。試験は毎年 1回 9月 に行われます。受験

講習会は全国森林インス トラクター会が行つてい

ますが、大阪でも5月 より行つています。私も講師

の一員として参加 しています。

活動としては種々ありますが、奈良県では森林環

境教育の一環としての人材・フィール ドバンクに登

録 しており、時々要請があり各地で森林のガイ ドを

してお ります。近畿中国森林管理局では「本と緑の

相談室」の相談員、森林クラブのガイ ド等々を行つ

ていますc

森林インス トラクター会で:ま 全国会、近畿会等で

交代で研修会も行つております。本年は吉野由で近

畿会の研修会を行いました。当会の阿部会長も会員

です。

皆さまの会員への参加を歓迎お待ちしてお ります。

重
L胚)  あ りが とう

  佐藤  良子

二人が睦まじくいるためには

愚かでいるほうがいい

立派すぎないほうがいい

立派すぎることは

長持ちしないことだと気付いているほうがいい

完璧を目指さないほうがいい

完壁なんて不自然なことだと

うそぶいているほうがいい

これは吉野 洋の結婚歌である。五年前の結婚記

念日に二十五歳の次男から送られてきたファック

スである。

私は一行一行噛み締めるように読んだ。結婚 してか

らの日々が瞼を駆け巡つた。潟が浴れてどうしよう

もなかつた事を覚えているc

来年 |ま 古希を迎える私.笑つて日々を遇ごせるよう

に。 ありがとう。

卜

卦



艦 夕″だあ～れ ノゴー雨の校庭昆虫観察会一

7月 7日 、佐保台小学校において昨年に弓|き 続き2回 目の昆虫観察会がもたれ、当会から9名 の

スタッフが参加 しました。定亥1の 1時半には子供たちは手に手に虫取 り網や虫かごを持つて張り

切って集まつてきました。

じゃこれから始めましょうかと挨拶をしている間に、空は一転にわかに掻き曇 り雨が降り始めま

したcそれもかなり激 しい雨であつたにもかかわらず、すでに虫取 リモー ドになつている子供た

ちはそれでも行こうとがんばつていました。雨が上むまで昆虫クイズで時間待ちをしたものの、

雨の方はいつこうに降りやまず、そのうちに大雨警報も発令されて虫取りどころではなくなり、

予定より30分早めて 3時打ち切 りとなりました,

当日の内容としては、

。 子供たちに知っている虫をあげてもらい、虫の概念を理解してもらう。

・ 世界と日本の昆虫を図案にした切手を見せ、昆虫が切手になっていることを知つてく)ら う。

・ 昆虫に関するクイズでは、答えを4つの中から選んで答えてもらうスタイルをとつたc

。 ならやま農園のさといもから集めた大きなイモムシの観察を行った。

まつたく校庭での虫取 りができず、最後まで昆虫クイズを続けることになり、子供たちには消

化不良の一日に終わつたのが残念で した。

しか し、イモムシの観察は大成功で した。最初は「ギヤ !」 と言つて逃げ回つていた子供たちも、

スタッフが手にとつて触るようl~仕向けると、ぼつばつ と手を触れる子供が現れ、最終的に|ま か

なり多くの子供たちが手に取 り、虫の体の手触 り感、日玉模様の観察、足が吸盤状になつている

こと、大きな糞をすることなど、おおいに興味を iぅ つてくれたようです。また、虫を家に持って

帰 りたいといつて虫を取 り合い している子供たち (女 の子ですよ)tぅ いました。

本 日の主役はイモムシさんでした。

記録 :木村 裕

優 しい妖精 よ、森に来てよ

川名 國夫

ノルウエイでは、妖精 「トロル」が祖父母と曾孫まで森に住むと。シベ リアに生きた「デニス・

ウーザル」は全てを生かす無恵を森から学びました。 日本列島は亜熱帯系から亜寒帯系の温暖地帯

で、世界でも有数の植物王国。で 1)森林政策は貧弱。明治の土地政策の結果です。石見銀山は周辺

の森が残っていて、世界遺産に逆転認証3髪切山の緑 t)平城京に相応 しい形、かぐや姫伝説などの

生まれてくるような森に憧憬です。



羹がおらかな?蒸鰤地の璽勒 ルボ1-み

7月 24妻 (土 )、 奈良県分「轟と森林の月鎮 :イ ベントの一環として、当会主催行事としてならや

まベースキャンプにおいて、表記「輌があるかな ?市街地の里蕪Jのテーマのもとに昆虫観察会を行

いました。好天 ??暑すぎるくらいの天気に恵まれ、大人も子供も汗みずくまこなりながらも楽しい

一調を遜ごしました。

参か者は、子供 17名 、理児 2名 、大入 18名 、合計 37名。午前は昆虫採集、昼はソーメンの振ろ

舞い、彙・後はならやま探検の 3つの行事を組み合わせ、最後にカブ トムシのお士産で、怪我人もなく

了‐供たちはにこにこ顔で無事に終えることができました。アンケー トの評価も高く、みなさん満足さ

れて帰られ、当会主催の行事に1ま また参加 したいとの希望が

たくさんありました。

午前の昆虫採集は年齢によって 3,Iに 分け、スタッフ3名

がそれぞれの班をう:率 し、ベースキャンブ周辺、ビオ トープ

池および鋒接のクヌギ林、サイクリング道をぐるつと回つて

くるコースを設定しました。チョウトンボ、シオカラ トンボ、

コシアキ トンボ、ツマグロヒョウモン、ショウリョウバッタ、

モンシロチョウ、

コオロギ、アプラゼミ、ニイエイゼミなど、年齢相応の虫

を捕まえて大喜びでした。欲を言えば、カブ トムシ(0匹 )、

クワガタムシ (1匹 )、 カナブン (0匹)の結果となつた

のが残念ですc

昼の冷たい飲みものとソーメンの振る舞いは女性スタ

ッフのお世話、みんな大喜びで暑さにほてつた体にグイグ

イと、スルスルと収まつてゆきました。これはアンケー ト

でもたいへん高い評価を得ました。

午後は、「ぼくらはならやま探検隊」のテーマのもとに、当会が管理するならやまハイキング道を

一回りするポイン トハイクを行いましたc子供たらが主人公となり、:]印 をさがしながら卜上Jの 中には

いり、コースを探 しなら要所要所でスタッフによるクイズ、ゲーム、冒険、に挑戦するスタイルをと

りました。初めての試みでしたが、

スタッフの頑張 りが功をそ うし、子

供たちは大喜びでしたc

今回のイベン トが成功裏に終わつ

たのは、多くの会員の協力があつた

ことです (約 25名 )。 それぞれがア

イデア・工夫をこらしていただいた

こと|■ より、行事にてkリ ー層の深み

を加えることができまt/た 。イベン

ト神11を 代表 l´ て厚くお礼|■,11げ

ますc (本 村 裕 記)
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》ニア響管麟 尚夢毅斃警豊彎爾艤

平成 22年 8月 21委 (上 ) ならやまにて

てなしに感謝する次第である。

会員の皆様の乖1気 あいあいとし́た集いに、よいグル

ープ、うらやましい思いがした。

村上 雄之 (風  2)

久 しぶ りに本立の中で ノコを使用 し、 55年前を想

いltlし ながら,大汗をかき、少 し感動 したし

問伐の作業が思つていたより大変な事が分か りまし

た.

皆様が大変な苦労をされていることが実感 しました

ので、今後 もできる限 り、お手伝いさせていただき

たい と思います。今後く)よ ろしくお願いいた します。

薬師神 道子 8(風-3)
自動車道からほんの少 し入つた所で、ほつとくつろ

げるような木陰があり、本立の中で楽しめるような

この場所がとても良かった。

ここまでの整地が大変であつたと感 じ、間伐の手伝

いを少 ししたが、幾ノ、かで (作業)することで、見

た目にも整地できてうれしい達成感だつた。

この空間で、それぞれに興味あることを実現され′て

いる様子がよくわかつた。

平 常男 (乾-2)
「義然の力1と 「少しずつ手をさしのべて」が海然

との共存共栄でしょうか?

これがこの里奮の特徴でし′ようね ? 私たち講座生

のため、忙 しいのにありがとうございましたし

唾111で の問題点の討議、今後 どう進むのか、

いろいろお話いただきありがとうございましたc

福島 啓子 (花
―-2)

永 く人σ)手 が入らなかつたこの地域を再生 させる努

力を見せていただき感謝いた します。

人間 と自然の調和を保てれば、色々な生き物が帰つ

て来ると思います。

問伐は大変だと思いますが、ある程度整理 し、子供

達にまま自然の中での遊びの楽 L´ さを感 じてもらえた

ら良いのではないで しょうか。

自然の会野人達の (里「瞳整備の)悩みを開かせても

らい、 自分 もこれか ら協力できるのでは ?と 思いま

した。

六角 義正 (緑-2)
始めて 3年で、山がかなり整備されてお り、その努

力に感激 したcこ れから、ますます人手がいると思

った。

会員が楽しんで行つていると問いて、(こ この里i力整

備活動 lま)長続きすると思いまし/た。

私は一通り (各 サークルの活動)現場をみて、自分

に合ったところに入 りたいと思つている。

有松 寛次 (風-1)              |

間伐作業、心地よい汗といいたいところだが、全身
|

汗だくだくで、水分を多量に補給 しながらの作業で
|

|

あつた。                    |
体力のなさを思い知らされる時であった。     |
ならやまプロジェクト、荒れ果てた里JIを 一から、

|

道をつけ、倒木を整理し、間伐 し、整備 されたこと

に本当に爾が 下がる思いである。しかし、(苦労ltあ

って 1))夢 の膨らむブ「1ジ ェクトやや りがいのある

楽しい事業であろう。時膚が1'Fせ ば、時々参加させ

ていただきたい。

紫蘇ジュース、梅ジュース、プウメン等暖かいおも



ジェクト・レポートら0が 国ジエクト・レボート 2鳳

7月 24日 (土)晴 公開イベン ト「何が あるかな? 市街地の里山」 参加者 60

・猛暑にもめげず、元気いつぱいの児童と保護者合計 37名 の参カロがありました。フィー

ル ドでの虫とりや自然観察、里山探検など親子一緒になつて夏体みの一日を楽しんで

いました。気温の高い屋外でのイベントということで、23人のスタッフが万全の態勢

で臨み、無事故で好評裡に終了しました。 (詳細は碧j掲のレポー トご参照ください)

8月 5日 (本)晴  梅林手入れ 里山整備 田圃草取 り 参カロ者 25名

・昨年 10月 植えつけた梅林は順調に育っています。今 日は背高く茂つた夏草を刈 り取

つた後、植え床の土壌 PHを測定 しました。基準よりやや酸性が強いので、後 日石灰

等施 し、樹木チ ップでマルチングします。来春こそは花が咲いて欲 しいものですね。

・田園でも、あつという間に国の草が猛然 と伸びています。農園グループの皆さんが田

園の中を這いず りながら抜き取つていました。

8月 9日 (月 )晴  野鳥調査の日 参加者  3名

8月 17日 (火)晴  臨時アグリ・デイ 蕎麦畑準備 桜島大根種まき 参カロ者 20名

・8月 12日 の活動 日が雨で流れましたが、植付の時期を外せないものがありますので臨

時アグリ・デイを設定しましたc農園グループの皆さんが秋ジャガの植付け、桜島大

根の種まきなどを行いました。

。今年から田園跡地に蕎麦を本格的に栽培 します。秋には一面に白い花が咲いて素晴 ら

しい景観 となります し、11月 に新蕎麦が収穫されれば、皆さんで蕎麦を打つて楽 しも

うとい う計画です。鈴木さんに トラクターで耕 し畝作 りをしていただいた畑を、蕎麦

文化グループの皆さんが畝を整備 して、21日 の種まきの準備を整えました。

・ヒマワリの花が終わり刈 り取つた跡地を、県の指示で業者が鋤き起こしてくれました。

こちらにも蕎麦を播きますので、10月 の花時には素晴らしい景観 となることで しよう。

8月 18日 (水)ビ オ トープ水生生物 第 1回調査 レポー ト

・シエア自然大学水生生物科と共同で行つた水生動物の調査の報告がありました。

専門の研究科も驚 くほど豊かな生物がいて、写真入 りで記録されています。今後、冬

季を除く毎月 1日程度実施する予定で、次回は、9月 17日 (金)10時集合となつていま

す。 (雨天決行) 関心のある方は奮つてご参カロください。

8月 19日 (本)晴  臨時山の日  里山整備 里山勉強会 参加者 17名

・山作業はt午前中で切り上げ、午後は涼しい緑陰広場に集まり里山勉強会を開催しま

した。里山の現状について植生調査のデータによる説明があり、フリー トーキングで

は今後の里山管理の在り方、目指すべき方向などについて意見交換をしました。

森世話人は、この勉強会を今後も継続 し、里山の知識や問題意識の共有化を図りなが

ら、ならやまの里山についてグランドデザインをつくりたいと語つています。

(古り|1祐 司 記)



*ならやま里由林花だより* 守 口 京子

8月 17日 (火)夏の花が次々と枯れて実になっています。暑さの中でも季節が秋へと

進んでいることを実感します。

野山…ヒメジョオン、ヤブガラシ、カゼクサ、ヘクソカズラ、カヤツリグサ、クサネム

キツネノマゴ、ツユクサ、ベニバナボロギク、カラスウリ、ヨウシュヤマゴボウ、タカ

サブロウ、アゼナ、ヌルデ、サワフタギ (実 )

お詫びと訂正…6月 号の花だよりに「クロミノニシゴリ」と書きましたが、正しくはサ

ワフタギでした。株立ちして茂つた本に、5月 細かい白い花がいつぱい咲き、黒地に自

の水玉模様のシロシタホタルガ (幼虫)がいました。この本をクロミノニシゴリとして

いましたが、なった実は黒でなくきれいな青でした。その名

の通り梅雨時には本の前の観察路はざあざあと水が流れ、り||

になつていました。

緑の葉の上に鮮やかな黄緑色の物は、花のように美 しいシ

ュレーゲルアオガエルの子どもでしたc体長 4 cm、 金縁の大

きな目で、葉の切れ込みに顔を隠すようにじっとしています。

春に田んぼの周りにあつた白い泡のような卵が、無事にカエ

ルになつたのですね。

*ならやまの 8月の鳥 * 小田 久美子

8月 9日 。3人で観察しました。立秋といえども、鳥にはまだまだ夏時間だつたようで

静かでした。 9/13(月 )、 いよいよ 2年間の鳥調査最終 日です。どんな鳥が「トリ」を取

つてくれるのでしょうか。

くな kの承夢豊>

自然の怒 りと

いつたい何があなたをそうさせるのか

優 しさに見え隠れ してもがき苦しむ

灼熱に負けまいと小麦色の肌が眩しく

あなたが傍にいるだけでいいと

この照 りつける強い陽ざしの叫びは

投げかける細やかな心のシグナルを

虹色の夏いつか花火みたいに消える頃

谷川 萬太郎

素直な気持ちで耳を傾けようではないか

あなたがそこにいるなんて誰が知ろうか

流れ出る玉露のしずくが恨めしく落ちて

恋する涼風の故郷に帰りたいと願うのだ

終わる季節のあとに何かを伝えたいから

あなたはいつ気づいてくれるのだろうか

自然のこの怒りがあなたに解るだろうか

母

意

夏のいたずら



F爆
スズメ 小興 久美子

うら2)かな春の要、老婆が縁賛でノミをとってい

ると、イタズラ坊主の投 !ず た石が庭に来たスズメに

あたり腰を折られてバタバタしていた。可哀相にと

抱き取り、スズメなんぞを飼つてと子や孫に嘲笑わ

れても朝に夕に介据をしてや り、つき日がたち元気

に飛べるようになったスズメ|まふらふら飛んで行って

しまった。さて、二十園ばかりたつてスズメのひど

く鳴く声に外へ出てみると、あのスズメであったこ

スズメは女の顔をちらっと見て、小さな物を落とし

て行つた。拾つてみるとヒョウタンの種が一つ。

ためしに植えてみると、秋になつて普通にない大きな実が沢蒙1付 き、採つても採つても出

来るので隣にも分ます、家族も明け暮れ食べていた。終わりには、特麗大きいのを七つ八つ

ヒサゴにし.ょ うと降ろしてみたらとても重い。妙なことと講 りながら、切り開けてみたら

入つていたのは白米。残 りのとサゴを見るとやはり入っている。移 し移 し毎日食べたがど

うlノ ようもないくらい多かつた。 こうして、女の家|ま まことに裕福になつた。F宇治拾遺

物語』巻三Q

この後はご想像通り、隣の女(欲張りさん)が 訳を聞きに来て云々。c。 私たちがお働口噺で知

る「舌きりすずめ」と同じです。

県「lllと 森の月間」エベント、『昆虫と遊ぶ』のひと駒。

炎暑の里由に子供たちの歓声が響 く。

採倫隊森の口路に憂の壻

森の トレイル.通 7ie点のシールにワイワイと。

炎暑に保護者はげんなり。親の心子知らずか。

さらきち口Lダ 子ら一暮の率を
'り

芥  久

芥  久

きちきち"バ ッタ科の昆虫。飛ぶときキチキチと鳴る。

子供たち虫採 りに夢中。草に同化 した姿。         |

子 ら燥 ぐユ 産 の お 嘱 ぢ て か ダ を 重  募 久

子供たちかぶと虫を見て疲れも吹 っ飛ぶ。

健やかに。 また逢 う日まで。

轟 鎖 篠 う 機



☆8/14、 奈良公園探鳥会でツグミが一羽見られています。

春渡りそびれたのか、早くも秋を感じてのフライング到着

か 。 (′ :ヽ 日 )

☆【橿原より】7月 25日 カプトムシのメスが畑の雨水を

貯めるペールの中でジタバタ。あまりの暑さでひと浴び?

朝6時頃散歩の時に コジュケイ親子が3羽縦伊1に

並んで舗装道路を横断。人見知りの鳥と思つていたけ

ど逃げもせず堂々と私の前を通り過ぎていつた。(斎藤)

電柱のコサギ

【斑鳩より】10日 観音さんの近くでチョウトンボ初

認cな ら山ではおなじみのチョウですが、竜田公

園では初めてです。暑くて、鳥たちの種類も数も

少ないですが、歩いています。 (勝 田)

qttu7^t)

7月 8日 「おヽこんなのが出て来た。」と

男前の山男が、回遊路脇に舌L雑に積まれた木々

の下から掛矢を持ち上げていた。

それは昨年 “竹の子平"と “子供の森"の間を

整備 していた時のこと。昼食に下りる時は、鶴

嘴等と本に立てかけて置いた。

なつてくれたかな。それとも、こんな暗いジケ

彙

嚢

上ユず立JttKいた2rl逹 盆́二

その少し濡れてはいたが、

傷まずに生還 してくれて

本当によかつた。また、

一緒に働けるよろしくね。

それから君を見失つた時

は、

そして、午後の作業に戻つたと

ころ「あれ !!掛矢がない」最

後に持っていたのが私だ。慌て

ました 。・・・見つかりません

でした。会の財産を失くしてし

まい、申し訳ないやら、この出で何か所か階段

作りの杭打ちに大いに痛い思いをさせた掛矢君

にすまんことでした。

あれから一年以上たつてました。 樹本や枯れ

本等とゆつくり話 し合つて良い体慶、に

“お帰 り掛矢くん"

～・ ‐こ:二

「

・

竹本雅昭

一瞬「知らない誰かが 。。・」と疑いが

よぎった事を笑わないでほしい。

*掛矢 (槌のこと)
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