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地震後の千葉で・・・

平井 隆三

私事で恐縮ですが、娘と孫二人が私たちとし

ばらく珂居をすることになった。娘の家族 :ま東

日本大震災で液状化した千葉県浦安事に住んで

いた婿殿はすでに転数の内示が出てお り赴任す

ることになつていた。それも岩手県盛溺市であ

る。当初家族でラ1っ 越す予定で準備を進めてい

たが、手1つ 越すすべもなくなつた。

4層 6琴 ようやく尋1華 しができることになり、

荷擁ゼ|す をおくることにして娘に付き添い浦安

市′ヽヽ行つてきた。東京駅新幹線改札目から京葉

線ハ、、しヽつもの道を歩いた。何か暗い。照明が

半分くらいしかついていない。みやげ物屋や弁

当屋、全ての薦店が照明を落としまるで商いを

していないかのようである。歩く歩道も止まっ

たままである。張り紙が し́てあるので,現いて

みる。 「節電のため中止 しします」とあった。

京葉線への長いエスカレーターも同様の張り紙
:で

とまったままである。浦安駅に降りた。駅舎

は無事いたるところで復 !書 工事をしている。マ

スクをしている人が多いc花粉症か?と 思つた

がどうもそれだ :す ではなさそうだ。道路のアス

ファル トの瓦礫も砂もかたずけられて、空き地

などに積んである。かたずけた後の砂が薄く道

路全面にへばりついている。触つてみた。砂は

砂でもパウダー状のさらさらした砂だ。風が吹

いたらひとたまりもない。道路の片側の歩道が

立ち入 り禁上になつている。5 0CM位の段差が

続いている。東 日本本大地震の激 しさを見た思

いだ。道路に水道管が設置されているところで、

女の子がタンクに水を波ん′でいた。ガス、水道

が復 1轟 してない地区もあるのだ。かれこれ一ヶ

月もたつのに。弓1越 しを済ませ奈良に帰つてき

たcいつもの日常がある。孫とのつかの間の楽

しい 霧々を逢 ごしながら、

だ水没みをしているのだろ

ふとあの女の子はま

ううヽと思しヽをiませる.

魃
ふるさと

' . 人尋ハル

私の故郷は、橋本県佐野市。東京都心から車

でおよそ 2時間の糞間の年です。高度成長難 :こ

ゴルフ場が出来ま t/た。ゴルフ場計画が持ち上

がつた時長兄は最後まで反対 1/た そ うです。周

囲が次々と買収されてゆく中で残 された長兄は、

通称 「ころが り山」を残す ことを条件に しぶ し

ぶ買収に応 じたそ うです。

去年から今年 :こ か :す て、長兄夫婦が権次いで

亡くな り、その度に故郷に帰る事になりました。

実家の墓地から久しぶ りころがり碑を目jヒ めてい

ると、当主になつた場が、買i興 に応 じなかつた

訳を話 してくれました。

あの山の頂上には、我が家は勿論のこと集落

全体の安全と平安を祈願 して

じいちゃんが背負い上げた祠 と石が置いてある。

自分も親父に連れ られて登つたことがあるが、

今祠は朽ちてしまっているだろう。

頑国で無口で近寄 りがたかつた兄の一面を知

ると同時に、遠のいていた故郷の思い出があれ

これ蘇ってきました。

甥の、「いつでも帰れるようにきちんと家は守

るから」 との言葉に送 られて、来年はころが り

出に登ろうと思いながら実家を後にしました。
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燿」ll会参驚隷

何年か前の会報で平群に桃源郷び)よ うな里が

ある事を知つた。一度訪ねてみたいものと思っ

ていた。今回ようや く望みが叶つた。

3月 235(水 )近鉄信貴彙下駅に集合。参力[

者は 36名。春の日差 しが眩 しい程である。バス

で信貴織尋まで行 く。ここより徒歩で本 藝の観

察会の始まりである。

出発前、倉謳リーダーから「足元に気をつけて

怪我をしないように、お互いに草花の名前等教

えあいをするように、農家の私有地を歩 く事も

あるので配慮が必要」とい うような注意事項を

課き、軽 くス トレッチをして信貴山馨護孫子寺

へ緩やかな参道をのぼる。

1l Fヨ をくぐると左手に未も鮮やかな開運橋 .

橋の半ばに立って信貴山二抱かオlた 七堂侮藍の

全容をながめるt玉垣、石燈籠に|む って本堂に

向か う。推定樹齢 500年の公孫樹 |ま 沢ニゴ )短技

をつけている。天を覆 うばか りの権の吉本 t)あ

る。シンボルの大きな虎ほユーモラス.

囀や張子の虎は首を振る

本堂の回廊からの景色は素晴 らしく、遠 くたた

なず く大和青垣を眺めることができたc境内の

桜の開花には

時期が早かつ

たけれ ども、

回廊か ら見渡

す桜 |ま さぞか

し見事なく)の

と思われる。

近畿自然歩道で奥の院に向かう。ここは汗か

き昆沙F号 天、焼米の湧出霊場などの謂れのある

所。お堂から祈祷の声も聞こえる。奥の院では

イヌガシの花を教えてもらった。常緑の葉の下

に濃い小豆色を湛えた花が群がつている。

アップダウンの本洩れ日の岨道にミツバツツ

ジの芽吹きやアオモジσ)花 を楽しみつつ歩をす

すめる。枯本をコゲラがロツコツと突いている。

しばらく眺めるc出 中の池では鮒釣 りをしてい

平群の桃源郷を訪ねて
覇伏 簿子

るス達がいた。キャッチ・アン ド・リリースを信

条としているとか。

神の池太公望に日脚伸ぶ

瀬音のする辺りで:ま 、きれいな葉をつけ枝先に

花をつ :す たヤマザクラに1)農会つた。笹が狭い

道を覆 うように垂れている。その トンネルをく

ぐりぬけるとばつと視界が銅けたc

レンギョウの花はまるで黄色の屏風が立てか

:す てあるかのように見える。ケイオウサクラは

優 しtヽ ビンクの花弁をひらひらと散らしている

1)の もある[切花として塞荷 した後の残 り枝に

はハナモモが咲いている。こんもりとした本に

ツバキも花を沢彙つ :す ている。アオモジの花 |ま

今が盛 りc空にはゆうゆうとタカの飛選。サク

ラ、ウメ、モモノ)花の区別の仕方を教わり、ア

オモジとクロモジの花のちがいやアオモジの説

明を輩き心満たされた思いであつた。

昼食後、本目のメインの福貴の里を爾指すc

右に左に機田を見る。土手にはつくしが構めと

ばかりに頭をだしている。

つくし摘むはかまの始末言いながら

福貴のビューボイン トに妻1着。アオモジ、ハク

バイ、コウバイ、ハナモモ、ツバキ、本々の芽

吹きの色も加わりなだらかな谷を覆つている。

全体に紗をかけたようにも見える。 ウグイスの

声も聞こえる。えもいわれぬ景色である。これ

こそ桃源郷と言つて憚らない。

時期が少 し早かつたと後でお聞きしたが、私は

このような場所はその時々で人の心を慰め、癒

し、元気を与えてくれるような気がする。その

後、フットワークも軽く予定通 り14時 45分平

群町中央公民館に到着した。

帰路ふと思つた。東北には三春とい う地名も

あるように、時が来ると桃,梅,桜 が一度に咲きほ

こり春燿漫を身をもつて体感すると聞いた。今

年 1)花は時を忘れずに咲きはこり、未曾有の大

惨事に遭われた方々をどうか元気づけてあげて

欲しいと祈らずにはおられない。
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自然教室チーム報 兜谷公閑轟然観察会を実施

4月 3日 (日 ) 本津り|1市兜谷公園で地域の子

どもたちや保護者を対象に自然観察会を実施 し

ました。サクラやクスノキ、クロガネモチやス

イバの不思議を一緒に観察しました。また 「不

思議な散歩」をしたり、ウグイス笛を作るなど

楽しいひと時を過ごしました。

参加者は全体で 27名 、スタッフは 4名 でし

た。「ならやまにも遊びに行こう」とか「次の観

察会も考えよう」とかいつた声も出ており、今

後もいろいろな展開がありそうです。

(倉田記 )

《菜の花まつ りが開催されました》

4月 10日 (日 )、 奈良 。人と自然の会のベースキャ

ンプ「ならやま」で会員やならコープ組合員など12
7人が参加し菜の花まつりが開催されましたc新大官

駅を 10時に出発 した参加者は佐保川堤や興福院など

の満開の桜を楽しみ、11時半には 「ならやま」に到

着。会員による心のこもつたおみそ汁とヨモギ、ドク

ダミ、セリ、ユキノシタなどの野草や菜の花の天ぷら

が振る舞われました。食事の後は整備された里山を会

員の案内で散策。

天候に恵まれ、桜や菜の花を愛でながらのウォーキ

ングに参加者は大満足の様子で「ならやま」を後にし、

元気に平城京跡めざして出発 しました。

(豊 島 すみ子)
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ならやまプロジェクト・レポード 23年 4鷹

_F17日  (本) 晴   参驚者 42`名

・午前中1ま 全員で、西ノ京斑鳩自転車道治い、24号線バイパス下、ならやま大通り沿いの一斉ごみ収

集を実施 した。冷蔵庫、洗濯機、自動車タイヤ、 トラム缶、家庭量ゴミ等 々、 2ト ン トラック4台分

を超えるゴミや廃棄物が集まった。

・午後から塁盛Gは、El地区」R沿いの間tkを 完了。農翼 Gは大蒜の除革とネギの収護9

。景観 Cは水路のゴミ浚えとビオ トープのアオミドロの除去を実施 した,

4月 14巨 (本 ) 靖 参加者 44名
・里 1通 GIま、里山整備 Dl地区北百およUミ ならやま自然保護林のルー ト整備をした。

,農園 Gは茄子燿排水溝の報通、売三の支 4‐‐立て 1本 =it耗 茄子クラブの発足)を実施 した。

。景観 Gは排水溝の擁壁整備完了、ヒオ トープのアオ ミト
「

取 りを実施 した。

・ 4属 24日 (日 )アースデイの出展準備 (セ ミ太郎&ブ ンブンゴマの試作 )

4月 21日 (本) 晴 参加者 38名

'里 山 Gは Dl～D3地区の北面の整備。タケノコの収穫。

。農園 Gは里芋の植付け、葱 とイングン豆の播種、水霧の畔造 り、花菖蒲の苗の植付け。

・景観 Gは周辺の革取 り、花壇の整備、アオ ミドロ除去および本枠を沈め、池に中ノ島と深みを造った。

ウワミズザクラ ザイフリボク

今年は春先の寒さが続いたため、タケノコが遅れ、サクラが遅れたが

ウフミズザクラ、ザイフリボク等が一斉に咲きだしました。

満開の菜の花

レング、ナノハナ、

(藤 爾秀憲 記 )
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跛嶋攀畿重餃纏勒然鐘癬諄ポー了

*な らやま里曲林種だより* 織中笙子

4月 14澤  里山まま春爛漫、たくさんの春の花が次々と咲きそろい私たちの目と心を楽

しませてくれています。

草花 :ハ コベ、ナズナ、タネツケバナ、オオイヌノフグリ、ホ トケノザ

ヒメオドリコソウ、オランダミミナグサ、スズメノテッポウ

スズメノヤリ、すノハナ、カンサイタンポポ、セイヨウタンポポ

カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、カタバミ、ヘビイチゴ

ヤブヘビイチゴ、オヘビイチゴ、シハイスミン、タチツボスミレ

ゲング、カキドウシ、 トウダイグサ、ノボロギク、ノゲシ

ムラサキケマン、ムラサキサギゴケ、キユウリグサ

本の花 :アセビ、クロモジ、オオシマザクラ、シダレザクラ、スモモ

ニキヤナギ、レンギョウ、コバノミツバツツジ、モチツツジ

ャブツバキ、ウスノキ、サル トリイバラ、アケビ、ミツバアケビ

ヤマザクラ、ザイフリボク、クヌギ、アベマキ、

ウフミズザクラ (曹)コバノガマズミ (雷 )

花壇 :ジ ュウエヒトエ、シヨカッサイ、ツジガネスイセン

≫
宣
ギ
装

小EE久美子

デ オ

キュウリグサ (ム ラサキ科)は、フスレナグサと同じ伸間で 31111n径 の真中が黄色いブル

ーの可愛い花を咲かせます。花茎の先はサソリの尾つぽの様にくるくる巻いており、咲

き進むにつれ真つすぐに伸びて行きます。茎や葉をもむとキユウリの様な匂いがするの

が名の曲来。ルーペで覗いてみて下さい。

*な らやま鳥だより*

4月 11澤 (月 )4月 探鳥会は 2人観察。 13種 49羽でした。

おめでとう!!

― ― _

23年 1月 9日  実施された  「ならまほろばソムリエ検定試験』に会員の 小田久美子さんが

挑戦 見事合格されました。2級 l級 とすすみ、小論文もあるソムリエ挑戦は、大変な難関です。

奈良県の歴史、文化、自然、神社仏閣、……と全般に亘る知識と見識が問われる資格です。素晴

らしいですね : 毎年進級して1)3年は必要.今 年度合格者 76人 の中のお一人です。

野鳥観察の第一人者にまた看板が一つ増えました。機会があればその蘊蓄をご被露 していただ |ナ

ることでしよう、拍手、抽手ilです。

会員のみなさんで合格された方がおられたらお知らせください。 (5可部和生)
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僕たち慧清掃ボランテイア
―や さしい昆虫講座 (第 7轟)一

本村 裕

t)う 一つのアプラムシ (濃 虫)、 すなわちゴキブジを経介します。あんなt)の を昆虫と呼ぶに

iまおこがましいと言わせるほど、奥様方の嫌われ者になつていますが、私たち人類の出現前から

この地球に住み着いていた生き物です。約 3億年前、古生代の石炭紀から生き延び、人類滅亡

後も生き残ると言われてお り、東北大震災で簿題となつている原発の放射線に対 してもかなり高

い抵抗力を持つているそうです。

世界に 4000種 、溺本に:ま 50種余 りいると言われていますが、主として熱帯地方に住んでお

り、澤本では九り11南部から沖縄に多くの種がいます。全般的に寒がりやで、北海道や中部地方の

高山の上では住んでおりません。私たちと関わりのある種はクロゴキブジ、ヤマ トゴキブリ、チ

ャバネゴキブリ、モリチャバネゴキブリの4種です。

食べ物は人間の食べる物なら何でも美味しく食べるようです。また、糞、動物の死骸、カビ、

油、垢、毛髪、和紙等何でもござれで、体内に優秀な微生吻を銀つていので食中毒も起さずに消

化できます。唯―の苦手は家の中を徘徳する大きなクモ (ア シダカグモ)と 猫です。これに捕ま

ると一巻の終わりです。

最もなじみの深いのはクロゴキブリで、家庭内を我が物顔で走り回つています。ご機嫌で散歩

しているゴキブリを急に驚ろかしたり、エアゾール剤でやつつ :す ようとすると、11根 を広げて飛

び掛つて逆襲 し、攻守逆転となつて奥様方に黄色い悲鳴をあげさせます。ゴキブリ|ま逆襲する気

|ま ないのですが、我を忘れて無我夢中で逃げ惑う結果起こつたことです。

クロゴキブリに姿や色が似ているのはヤマ トゴキブリで主として野外に住んでいて、ときどき

人間様のお家に無断で訪間するようです。メスは羽根が短く飛び国ることはありません。

チャバネゴキブリは、体が小さくて (体長 12～ 14菫 m)、 黄褐色。主としてレス トランや喫茶

店に住み、テーブル上にときどきチヨロチヨロと可愛ヽヽ̀姿 ?を見せます。寒さが苦手で冷暖房完

備が必須条件です。しかし、最近の住宅はこの条件を満た しつつある

ので一般家庭にも姿を見せ始めています。ちなみに隙間だら:す の我が

家ではクロゴキブリのみです3

チャバネゴキブリに姿や色がよく似ているのがモリチャバネゴキブ

リです。森や林などの野外で見られるのはこの種です。

南方に行 くと、もつと大きな黒色のゴキブリ、白い斑紋をもつたゴ

キブリなどがおり、南米には色鮮やかな緑色の別嬢さんもいます。

ゴキブリ退治にエアゾール剤を吹き付けると、気が狂つたように走り回り、

何処かに潜り込んでしまいがちですが、時間が経過すると死亡しますのでご心

配なく。とことん追い回して虫が仰向 |す にひつくり返つて動かなくなるまで薬剤をかけ続ける奥

様がいますが、その必要はありません。薬剤は虫の体内に取り込まれてじわりと効いてきますの

で、早くても 30分はかかります。目の前で死ぬのは、散布された薬剤が呼吸をしている気門を

塞ぐからで窒息死です。だから洗剤を散布 しても死ぬのです。

日頃からボランティアでゴミや動物の死骸などの始末をしていますので、容姿は悪いですが嫌

わずに仲良く付き合ってください。これはゴキブリからの要望です。
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可愛いさではダントツの工
｀
ナ ガ 小国 久美子

弱い小鳥たちは冬、混群(シジュゥヵ

ラ,ヤマガラ'メ ジロ・コグラなど)を作リー

緒に行動 していますが、エナガは最

t)早 く群れを離れ番を形成すると云

われます。 野鳥の会が矢田山で竹

刈 りをしているエ リアで子育てが目

撃されました。楽 しみに見守ってい

たところ4/10巣が壊され落ちていた

と轟きました。犯人と思しきカラス

も繁殖期に入 り、この巣もチェック

リス トに入つていたので しょう。

先 日、高畑の友人からも子育てエナ

☆ 3月 27暉 御所の難で日の前をキジ♂がとっと

とつとと早是で通り過ぎる. 31日 自宅 (橿漂)

近くの畑で大きい声で 「ケーンケーンゴ.「近い

ぞ」と探したらこれまた立派なキジがとっととっ

とと・ 。その急ぎ走る様子がなんと1)面 白い。

・4月 16漏 高松塚古墳の近くでキジのベアを見

る。揃つてエサを探している。♀が♂の前を歩い

ていてまるで♂を従えているみたい。

34月 17園 朝 9時難宅の畑に着いた途端 待つ

ていたかのようにツツ ドリが裏 1彙 で 「ボポッ ポ

ボッ」と鳴き出す.去年は4用 26園 に鳴いてい

たから大分 |まやい。(斎 藤)

撃if二二iF=II争 :

■1■ 11■ 1・ -1 ■.●1.=iittirl:■
|

導盗ず

(1イ
鬱

ヽ

浄

ガの情報が入り義かけて来ました。人が往来する桜の本に大胆に新居を構えていて、夫

婦でせつせとエサを運んでいます。桜を写すつもりの人が真下で巣の方にカメラを向け

ても動じません。 ならやまでも可愛い呟きが良く問かれるエナガですから、この林で

もきつと何処かで子育てをしていると思います。もし目撃することがありましたら、子

育てが終わつた後の巣を外 してご覧下さい。嘴だけで作るとても精巧な経工にビックリ

されることでしょう。

☆ (斑鳩)今年 1)ニ ューテイスズメが桜の蜜を吸

しヽ

`盗

蜜,にやってきました。サクラの本の下

に花がそこ)ま ま落ちていることでよく分か りま

す.。 毎 日キジが大きな声で自己主張してます。

(勝 圏)

キジ♂



曇 菫 鎌 鶯 機

3用 23睡 。 3漏 度 颯会 信貴曲 桃源郷。好天に意まれるも、余寒あり。

多彩な春の花本・ 草花が選えて呉れる。俳旬愛好の参加著から投句をいただく。

織界の象盛ぎ采てぬえミ    ュ属違子

山方、ところに1ま 、林道・ 農道・ 細道・ 層ヽ道と趣のある道がある。時には数の中を

通る事も。桃漂舞には騨を癒す春の花花が、早春試を謳い奏でる。

おおあくび

違想茸銀子の/tの 人久狩 i:i嬌  争 ,ユ

連議の黄の漉りが見事だ。作者は虎の尻尾を達想されたのだろう。比喩的に

暗喩の世界を見事に提え、大欠伸にのどかな春が伝わって くる。

奪夫奪の札く くまるず養変質 i`1幕  券久

この地では珍 しい青文字の群生が見られる。昼饒 1ま 花の饉の中で、どこかの

貴賓室に居る様な心地かする。

えの欠まず豊処
`【

史きオ|さ ら |`!ヰ  赤久

花色は光りで変化する。多様な花の中に、ひときわ連整の黄が美しい。光の矢は

まず、この花を仕留めた様だ。

寿
`て

鼻減二十燃やの機ヽ`発み t:|ヰ  券久

野道にツクシの群生を発見。五百羅漢の様に、様々な表情、形がある。丸で

袴をつけた子供のお相撲さんが並んで居る様だ。春だ春だと声がする。
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被災者の勇者吟挽歌
(東北大震災に寄せて)

私達にどうか笑顔をください

だから哀 しみの涙なんかいらない

そ 1/て 貴方の勇気をほんの少 し

今こそみんな前を清iい て歩こう

人の情の尊さを審み じめながら

谷り|1 雅邦

/1ヽ さなその希望の灯 りを消さないで

梅いつぱいの嬉 し涙が欲 しいから

私にください明るくなれるように

あなたの暖かな心が傍にあるならば

温もりの里を皆でこの手にするまで

:ポ リ袋 :ねえ、タイヤさん、もう少し静かに

: してくれません。中に瓶子さんや缶君等が

: 一杯でもう破れそう。

:タイヤ :悪いのは分かつているが、この一輪

車を支えている現役のタイヤ君と同じで、

俺も老いばれたとは言え、

まだまだ弾力十分でさ、

どうしてもピョンコ

ピョンコ踊ってしまうんだ。

ポリ袋 :役 目とは言え、

ついさっき迄はまっ新だっ

たのよ 。・・・・私。

タイヤ :も うすぐだから辛抱しな、俺は人間

との付き合いが長かつたから彼等の話が

分かるんだ。さっき トラックで冷蔵庫が運

ばれて行つたろう、みんな一所へ集めら

れ、後田県の職員さんが処理場へとの段取

ポリ袋 :他にも色々な物が入ってるわ、多く

は外国から来てお役に立ってくれたのに

ね。みんなはなやかな頃を思い出して泣い

てるわ 'う 。・。

タイヤ :普通ならこんな里山でゴミ生

を送らずとも焼書や リサイク

ルで苦しまずに済むのにさ。

長い事いやな目に晒され海し

い思いした ,す ど・ 。・ 。。

ポリ袋 :そ うよ皆も言つてる

は、土に埋まった物も多く

全部埋まってしまったら

どんなにか自然に迷惑をか

けていたかも知れないつて。

タイヤ :彼等の労苦でここもされいになるだ

ろう。我等ゴミ生のエンドに春爛漫だも

「ご苦労 さまで した」

.   竹本 雅昭

:  りさ。                                               ´
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