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リレー随筆「お元気ですか」・ 。「ツイッタ_/私の宝物」・

新春講演会 。若草山「ナラ枯れ」観察会<1月 例会>
「ならやま初出」は餅つき !!・ 自然観察レポー ト

ならやまの夢広がる 。・・「今後の展望J

アブラムシ登場 !「講座J④

自然俳句・癒しの散歩道

鳥シリーズ (レ ンジャク)。 地域情報

2。 3月 行事案内・・・「山の辺」野鳥観察会・信貴山～桃源郷

今月の表紙・ペン画に寄せて
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ツイッター

ill岸 美子

同窓会で ‐人の男性が 「うちの女房が骨折して

動かれへんので炊事が困っとるんや」、他の男性も

「料理はようやらん」と言 うので 「そ したら簡単

なレシビを送つてあげるわ」と言つて別れました。

先葬、夫の写真展の折 り、彼らが来てくれまし

た。「あの料理やって見た ?」 と尋ねたら「ああ、

おいしかつた、あれは好評やつた、又易 しいのん

頼むわ」と言つていましたc

個展の最終目の響、又別の人から電話があり「嫁

|ま んの具合が悪いので行かれへんので御免な」と

連絡が入 りました,な んとその日、又奥さんが 6

カナ:も 入院 していると言われる男性が来られて

「洗濯、掃除は機械がしてくれる|す ど食事は外食、

スーパーで買つて食べるけど飽きた、自分が病気

になつた方が良かった、今懺悔 してるわJと 肩を

落として帰られまヒ́た。

最近は育児、家事に協力してくれる若い男性が

増えつつあるけど、私の夫の時代は企業戦士など

と言われ育児、家事は女房まかせ、料理などした

ことがない人が多いようです。

奥さんは何時までも元気でいられる保障はあれ

へん。ゴミや垢では死にやぁせん、自分が食べる

事位出来んと困るのは自分やで―と。。・c

私 鉾 宝 犠

官澤喜代了

塁
=下

コ19年夏より1年半学童疎開をま しまし́

た。親と離れての生活は淋 しく幸 tヽ こともあっ

たでしょうが、それにも増 して露舎の生活|=面

白く驚さと感動の連続でした,学校までの遠い

道程 も帰 りにはグルメ街道 となり、桑の実やグ

ミの美味 t´ さ、イタドリの酢つばさなど文字通

り道章で覚えた味でした。睦道に1ま 季節を追つ

て花が咲き、嫌いな虫Φ仲間にも美 しいものが

居ることを知 りました。青澤の風や小
'1の

せせ

らぎ等々、それらの光景は大阪に帰つて 1)忘れ

られず私の宝物となりました。

そして高度成長期の頃だったで tン ようか、訪

れた躍舎はすっかりその姿を変え、車が走リゴ

ルフ場が賑わつていたのです。私の宝物など思

い出の中にしンか存在 しないのだと認識 させられ

ました。そして又何十年かが過ぎ奈良に住むこ

とになりました。そこで思いがけずこの会に入

れて頂き私は私の宝物に再会できたのです。驚

きでした。今は時々会に参加させて頂き、宝物

を確かめながら自然と共に居る幸せを感謝する
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づ

~,ラ

竜田り:|の しめ縄

令豪―難筆



◇◇◇◇◇新 春 講 演 会◇◇◇◇◇

『仏 教 へ の 篤 しヽ 想 しヽ』

―光明皇后一

水野工好先生 (元奈良大学学長)を講師に招

聘 して新春講演会を開催 した。平城宮麟:保存に

至る経緯から、平城京遷都、そして聖武天皇と

光明皇后について、45名 の参力
"者

を前に先生び)

熱弁が展雛され、瞬く間に 2時間が経過した。

『北浦定政と関野貞の功績』

平城官跡顕彰の先駆者′ま北浦定政で、濃」量車

をり|き 丹念に現地踏査をし1852年に、「平城宮

大内裏跡lir害1之図」を作成したc1896年、この

「平城 1日 珪之図Jを機翼嘉十郎が手に入オ1、 平

城宮跡の検証について理解を得るため世に説き

始め、定政の業績を顕在化するきつか :す となつ

た。

東京帝国大学 11科 大学

教授の関野貞は、1896年

末から奈良に嘱託 として

赴任 し、傷んだ古い寺院

建築の修理を始めると同

時に、県下全域の調査に

より 80余棟の文化財候補建築のリス トを作成

した。そして、都の面影のなくなっていた平城

官跡に小高い芝地があり、第二次大極殿の基壇

であることを発見したc

保存に貢献 した人物として、近鉄電車の駅設

置に英断を下した大野伴睦のことも忘れてはな

らない。

『光明子から光明皇后へ』

聖武天皇の皇太子時代に結婚。基親王の病死

や長屋王の変などを経て、729年 立后。737年の

疫病流行で四人の兄を失う不幸に遭 うが、皇后

は仏教に篤くllTi依 し、東大寺、国分寺そして国

分li/寺の設立を天皇に進言 した。また貧 しい人

に施 しをするための施設 「悲田院」、医療施設

である「施薬院」を設置 tノ て慈善を行つた。天

皇の死後四十九日に遺品などを東大寺に寄進、

その宝物を収めるために正倉院が創設された。

さらに、興福寺、法華寺、新薬師寺など多くの

寺院の増1建や整備に関わった。皇后が仏教への

篤い想いを抱いたのは、幼少の頃に父藤原不IL

等からの教え、そ して、行基書薩や鑑真和 ヒヘ

の帰依によるものである結び として、聖武天皇

遺愛「王倉院宝ノ」Jが 1250年ぶ りに確認 された

ことを展開されたc

(紙面の関係で要旨のみ)(文 責 鈴木末一)

『 す ラ 枯 れ 観 察 会 』

1月 22日 (土)午後の行事としてナラ枯れ

の観察会が行われました。 13:30東 大寺南

大F電 前に集合、ガイ ド役として奈良県庁から農

林部森林整備課の山下係長と、もう1名 の方が

お越し下さり、参加者 24名 で出発しました。

観察場所は若草山の北に続くコナラを主とす

る落葉樹林です。大仏殿裏の道を山に向かつて

進み、途中で県庁の方からナラ枯れに関する資

料の配付とカシノナガキクイムシ (略称 :カ シ

ナガ)被害に関する基本的なレクチャーを受け

ました。その後はコナラの落ち葉が課の上まで

積もつた口J道 を進みました。最後は少し急な上

り坂で、がんばって登りましたので、目的地に

着いたときには大寒のこの時期ですが、ほとん

どの人が 「暑い、暑い」と言つていました。

現地では被害木に巻かれたピンク、黄色、白

色の各テープの意味合い、枯死必至のもの (ピ

ンク)、 被害回避の可能性のあるもの (黄色)、

カシナガは取り付いているがほぼ心配のないも

の (白色)に分類されていることや、ピンクテ

ープが巻かれた樹木に対する対策の説明を受け

ました。また、カシナガが開けた孔 (窄子L)や

木暦も説明を受けながらつぶさに観察 しまし

た。テス ト的に被害木を伐採 して玉切 りにし、

ビニールシー トで覆って薬剤薫蒸を行つた現場

も見られましたcカ シナガ被害の伝播経路、被

害本発生の害1合、今後予想されること、その他

いろいろな質問にも答えていただき、有意義な

観察会でした。帰路は別のルー トを辿つて下山

し、二月堂への分岐点で解散しました。 15:
00頃 で したc (文責 菊川年明)
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ならや萩プ国ジエクトロレポード23年理月

月 6霧 (本)曇 り  初出 参加者 41名
。新春初出は昨年を上回る4蓼 名の大盛会。午前

中の初仕事は大型花壇の組立。 12月 の分と合

わせて 2基の花壇が自転車遊歩道を飾る。

・新年会の目玉は餅つき。本格的に甑で蒸 して、

Eヨ と杵で掲く。こうなると「昔取つた杵柄」と

ハイ・シエアの樋口さんが率先して手本を示す G

まわりの掛け声に促 されてヤング・シエアから

女性陣に順番が回るころには、目出度く2自 の

餅が鵜き上がる。

=::二
」肇

Iン
=「

計

1月 13日 (本)晴  参カロ者 29名
。新受託地の整備着手、放棄ゴミ軽 トラ4杯分回収)。 E地区の里山整備、畑の土壌改良作業.

1月 20日 (本)晴  参カロ者 34名
,午前中の通常活動後、佐保台ふれあい会館に移動 して里山講習会を実施。 3年間かけた樹本調査の

成果について説明がなされ、今年度以降の里Itl管 理の在 り方、問題点について全員で討議した。

(古川 祐司 記)

3

・七草粥は女性の皆さんの心づくし。初春の野で

摘んだ若菜のみずみず しい香りが立ちのぼる。

・新年会は、恒ffllの 阿部会長の挨拶、川井顧間の

ご発声による乾杯でスター ト。年々増える参力]

人数に呼応 して、今年度は活動区域も一段 と拡

がり、活動内容もさらに充実しようとしている。

・ [明 るく、楽しく、元気よく、そして無理せず J

をモットーに、安全で充実した 1年 となること

を祈りたい。
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*ならやま璽轍林花だより* 守口 京子

1月 13日 (本)寒 さが厳 ヒ́くなり、咲いている花がほとんどなくなり、黒つぱい緑色

と茶褐色の景色となりました。そんな中でもネジキやヤマヨウバシの赤い冬芽が目を楽

しませてくれますcジ ンチョウゲ、ツバキ、アセビなどの苦も基>く らんできま した。「早

く咲いてほしい」と思いながらのならやま活動です。

花…イヌガラシ、ウシハコベ、タネツケバナ

毎年赤いホタルブクロの花の咲く場所が、これから新

たに整備する所となり、みんなでゴミ拾いをしました。

すつきりと藪が刈られて現れたのはホタルブクロの根生

葉です。大小のハー ト形の葉が道端にたくさん並んでい

ます。里山整備の活動によって野草の生育環境が変わり、

そのことでより繁栄する物もあれば枯れて消滅する物も

あります。ホタルブクロの場合はどうでしょうか ?「が

んばれホタルブクロJと 応援 しています。

*ならやま鳥だよつ* 小圏 久美子

1月 11日 (火)14種 110羽  今月の特筆はレンジャク 4羽 (緋が一羽、あとは確認出

来ず)と ル リビタキ (♂若)で したc

【お願い】出水で発生した鳥インフルエンザは現在小康状態ですが、春の移動の時

期も近づきました。家禽などに広がらないよう願っていますが、罹患 した鳥を食べたカ

ラスやタカ類などを含め異常な目体を目撃されましたら、日、場所、鳥名などお知らせ

頂けたら嬉しいです。 <小日まで>

天使の兜虫

あなた Il大変よ下界でだ、達の子がこの

寒空に放 りだされているわこ

本当だ、残酷だ。どうしょうつてんだろ

う。

あの子なんかとても重傷よ、助かるかし

ら・・・・・.

だから言つただろうc彼等の働きで随分

美しくなってきたが、まだまだ整備途中

だから人間に近付いたらまずいよつてぃ

あ かゝわいそうだわ. 丸々としてとって

もかわいいのに何とかしなきゃc

オス :彼等 ももう白髪混 じりで孫 もいる好々爺だ

し、チップを花壇に入れるだけで悪 さは しな

いと思 うけど。ほら、袋に集めてどこかで保

護 してくオ1る よ。きつと。

メス :まっっちの方で湯気が_Lが っていてい 匂ヽい

が してるわ、まさか子達を食べた りしないで

しょうね。

オス :バ カ言 うん じゃないよ、そんな事 したら子

供達の遊びお:手がなくなるじやないか。

メス :ねえ、人間界の天使 さまに守って もらいま

しょうよJ

オス:余 り人間の悪 口を言つてると天使の羽根を

取り上げられちゃうよ。
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平成 19年から始めた [な らやまプロジェク ト=

7.33ha]の景観整備事業は、皆様のご尽力で順調

に進展し、当初立てた計画は今年度で一応 完了い

たします。また、景観整備 と並行 して実施してき

ました、対象区域の生物の実態調査 (野鳥、草本、

樹木、昆虫、水生生物)も一段落し、調査したデ

ータは、逐次印Sll物や CDに収録 しまして、ご関

心ある方へご提供すべく準備を進めています。

さて フイール ド全般の景観整備を進めてまい

りますと、隣接する「 西の京～斑鳩自転車道路」

沿いに残った未整備の地区の荒廃ぶりが際立って

まいります。近時とみに増えてきた来訪者や散策

を楽しむ利用者のために、快適な景観ゾーンをさ

らに拡げよう… と提案がありました。幸い、今

までの管理受話者の了解も得 られ、奈良県風致景

観課 と打ち合わせた結果、地続きの東へおよそ

200FIIlの整備に取り掛かることになりました。さら

には、県の収用計画に沿つて、南に隣接するオオ

タカの生息域を含む約 8 ha程の里山の保全管理

も要請され取 り組みたいと考えています。
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管理する地域は、「佐保自然の森」lhaと 併せて、

全域で 16ha強に及ぶ一帯へと拡大いたします。

その構成は、① 「よく手入れされた里地・里山

林」② lチ ョウや小鳥そして四季の花を主体とし

た “佐保 。自然の森"」④ 「観察と自然保護中心の

地域」(上記)と 、③多くの人が楽しめる “心安ら

そうです。こうした取り組みは 会員の皆様のご

理解を頂きながら、継続した活動があつてはじめ

て実現するものです。ご意見、ご提言を寄せてい

ただきながら、ならやま一帯をよりよい地域へと

倉1造 し、変身させて行きたいと考えています。

10子1
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やさしい昆虫講座 (第 4話 )

木村 裕

アブラムシと言えばどんな虫を思い浮かべますか? 主婦の方は台所を我が物顔に走り回るアブ

ラムシを、園芸愛好家はバラの新芽に集まる小さな虫の集団を思い浮かべることと思います。どちら

も正解ですが、専門的には台所の主はゴキブリが本名で、油虫は愛称 ??です。バラの虫はアブラム

シが本名でアリマキが愛称です。

今回は樹木や野菜、草花などの新芽や新葉に群がつて汁を吸う小さなアブラムシ類について紹介 し

ます。キュウリの葉を丸めて結らせる黄色の虫、キクの茎に整列するチョコレー ト色の虫、垣根のウ

バメガシの枝上にいる黒色の虫などはすでに顔なじみのことと思います。

体の長さが 1～ 2ミ リと小さいものが大半ですが、3～ 4ミ リもある大型の虫もいます。体は柔らか

く、体の末端近くに一対の細長い角状の突起があるのが特徴です。大多数の種類は成虫にも羽根はな

く、外観は幼虫によく似ていて、どちらが親か子か紛らわしいです。現在日本には約 700種類のア

ブラムシが記録されています。

成虫と幼虫は仲良く植物の新芽や葉裏に集まって数十～数百匹からなる集団をつくつて汁を吸い

ますcそのため国はセミのように細く長くス トロー状になっていて、これを葉や茎に突き刺 しておい

しい養分を吸い取ります。人間に例えればinを吸 う蚊みたいなものですが、それが何百と集まって血

を吸いとると想像すると寒気がします。

通常は女ばかりの女系家族で、かいしょのない男性はおらず、メスのみで繁殖を続けます。しかも

メス成虫は卵ではなくて、幼虫を直接産みます。その幼虫は 3回の脱皮を経て早くも7～ 10日 後に

は新成虫となります。

メス成虫 懸
幼虫

ヽノ

引越 しだ !

→

幼 虫

＼蒸 /メス成虫

成虫は毎日2～ 3匹 の幼虫を産むので、 1匹の虫がいると2週間後には 500匹前後の家族となり

ます。ねずみ算よりももつとハイベースで増え、あつと言 う間に住処は手狭になります。そのときに

は羽根のある成虫が現れて新 しい住処を求めてう|つ 越 してゆきます。また、自分たちに快適な住処と

食べ物を提供 してくれた植物の勢いが衰えてきた時にも羽根のある成虫が現れます。

春～夏～秋 とおおいに栄えていたアブラムシー家も木枯らしの風音が聞こえるようになると、あわ

てて樹木に移動 してそこでオス成虫を産み出しますc寒 さを乗 り切るためには背に腹はかえられませ

ん。虫の世界もいろいろハイテク化されつつありますが、まだ寒さ対策は十分ではないようです。交

尾後のメス成虫は樹幹の隙間や越冬芽の際に卵を産み付け、その卵で寒い冬を無事に乗り切つて翌年

のスター トになります。最近、暖冬が続いていることもあり、暖地では野菜や草花の地際や業の込み

合った隙間で繁殖を繰 り返 しながら越冬する虫も増えています。みんなそうなると男性は不要となり

ます

メス成虫



義互互藍塾辞
今年 iま F諄 年。本会も兎に発み、跳躍〇年でありたいと思います。

i露 6曇 。ならll』 里地にて新年会。野趣を楽 しむ。

手に取 りし杵の重さよ事始め

餅つきや人それぞれの杵の音

八穂子

八穂 子

本 一

末 一

秀  夫

鈴木氏の1子 入りで音の杵と自。 リレーの杵さばきが弾む。

八穂子さんの素直な一旬に拍手。

里山は餅鶴 く音に賑わえり

黄粉餅つぎからつぎと手が伸びる

やんややんやの餅鶴きが終わる。

黄粉餅の人気上々。餅箱またたく間に空っぱ。

竹筒の猥酒愛でつ恵比寿かな

火加減が難 しい。竹の香がぶんと、酒豪たちご満悦。

それぞれが七福神の顔、顔、顔 。

杵の音に御慶のこゑも昴ぶりぬ  秀 夫

御慶 (新年の挨拶を指す。季語。)

杵の音に、めでた、めでたの声がこだまする。

<癒この毒疑炉逍

冬桜の春は遠くにありて

谷川 高太郎

木枯らし吹きすさぶ去年の秋に あなたは北風に凍え震えていたね

小枝に身を擦り寄せ静かに萎み 可憐な花が一粒の涙を流し散った

切なくも心痛むその小さな胸を 暖かなまどろみの中で抱きじめて

再び会える喜びの春が来るまで あなたを優しく包むよに温めたい

1長 めしき雪空の背中の向こうは 陽炎のように消えた冬の影法師だ
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梃参鏑会れマンンジャクさん

今馬は都合で 1/11(火 )に なり、それが幸いしてか、ビックリの出

会いがありました。 メジロ 。ツグミの大群がわさわさ鋒1入 りして

いて、私は左のシンボルツリーの林の本の鳥を数えるのにおおわ

らわで した。右σ)柿に菊り||さ んが 「レンジャク」を見つけられて

「まだ1月 ですの!`ね ,一.早 くスコーフ・1ス コープ:」 とおつとり刀で、三脚を

持たずにスコープを覗いたら慌てる手の振るえと手振れで焦点が

合わな～い。「落若いて落着ド(」 三脚を付け改めて確認、 レンジャク

さんは「待つてらλ′なtヽ よ―」とばかりに飛び立ってしまいましたcそ

んなこんなで一羽が F緋連雀」と確認出来ましたが、あとの 3羽

は未確認。

この辺 りでは知事公舎が レンジャクのポイン トとして有名です

が、早春の 2・ 3月 が多く 1層 は少 し早い方です.仮面の議士のよ

うにお酒落な顔で、 Fチ ザチリ しリヒリ」と可愛い声で鳴きながら、

小圏 久美子

あなたの庭のビラカンサの実を裸にしているかも。 リュウノヒゲにも来ているかも知れませんよ。

★ :橿原11月 3日 庭にシ風ハラが今年は初めて… この日から毎日来て落ち葉を跳ね上げ箋探し7日 には心響

してしヽたアオジのあなちやんまできて一安心。

鳥達がやつてくる場所にハスの鉢を置しヽてみた。今はハスも枯れて水ばかり。11日 13時半シロハラが鉢の縁に

止まる。思わず「やつた一 :』 その後ヒヨドリも縁に止まり水を飲む。うれししヽ日。

・12日散歩中高取jl:(橿原ニュータウン)でイソヒヨドリのご そしてツグミ。13日 明日香村でイソヒヨドリの♀

なんか気配を感じて鹿をみるとヒヨやシ圏ハラと目が合つたり

乃日にはウゲイスと…・。よもヽ1年 1こなり そうです。 (斎藤 )

☆ I斑鳩】何百個と付いていたピラカンサの実が 3日 間でヒヨドリとムクドリに食べ尽くされました。

・ 20日 竜圏り||の 岸にオレンジの腹の色の鳥が 。・イソヒヨドリ?で も?体はシロハラに似ています。

あまりここで|ま 見ていません。呵鑑で見るとアカハラのようですcll月 6日 にも見ていますc(勝田)
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