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ニッポンバラタテゴは、小型グ)コ イ科魚類の

調本国有亜種で、かつては琵琶湖以西の地域に

広く生慶、していたとされています。 しかし、近

年では生産、環境の悪化、中国から持ち込まれた

近縁亜種のタイ リクバラタナゴとの交雑、によ

つて激減 し、生産、地域はごく一部が残されてい

るに過ぎませんc環境省板 レッドリス トにおい

てく)最 も危険度の高い絶滅危惧 IA類に指定さ

れており、奈良県では既に絶滅したと考えられ

ていました。

ところが、私たちが え005年に行つた調査に

おいて、県内のある 1つの池からニッポンバラ

タナゴの個体群の生慶、が確認 されたのです。詳

細な DNA分析によつても、これが純粋なニッ

ポンバラタナゴであること、独自の遺伝子構成

を持つ在来のものであることが確認されました。

希少な生物の新たな生慶、場所が新たに発見され

たことも驚きでしたが、その池の場所にそれ以

上の驚きがありました。世界中から多くの観光

客が訪れる、奈良公園の中にあつたからです。

奈良公園のニッポンバラタナゴの生息池は、

本亜種の現在の自然分布の東限にあたります。

また文化的にみてく)、 日本で最も人の活動が長

く続いてきた奈良の地で、象徴的な場所に生き

残つていたこの地域固有の個体群を絶滅させる

わけにはいきません。私たちは、行政や管理者

の理解と協力により特別な許可を受 :す 、2007年

から本格的な調査・保護活動を実施 しています。

調査の結果、この個体群がきわめて危険な状況

にあること明らかとなつてきました。本来は水

深 lm程度の池が、池底には 50cm以上の大量

のヘ ドロが堆積 し、夏場には水が干上がる場所

もあります。夏場の、水温の上昇や酸欠により、

奈良のニッポンバラタナゴを奈良の里蕪
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ニッポンバラタナゴの産卵床となる淡水性二枚

員の ドブガイ類が大量に死滅 しているのです。

調査を開始 した時から、すでにこの池の環境改

善だけでは成 り立たない危機的状況にあること

は明らかでしたcさ らに、この池でメダカの流

通品種であるヒメダカや金魚までもがこの池で

発見されはじめています。このままでは、いつ

タイリクバラタナゴなどの有害な外来生物が侵

入 して t)お かしくない状況にあります。この個

体群を絶滅から救 うためには、この池の環境保

全だけでなく、一部を別の場所に移 して早く危

険分散を行 う必要があります。

我々は、生息地での保全活動 と並行 して、

2007年 より採取 した個体の一部を近畿大学に

持ち帰 り、学内の研究施設内に造成 した素堀の

系統保存池で繁殖に取 り組んでいます。現在

我々は、奈良市内の小学校にビオ トープで繁殖

したタナゴを里親 として育ててもらう「里親プ

ロジェク ト」を実施 しています。出前授業、観

察会を行い、ニッポンバラタナゴの存在 とその

保護の2、要性を子供達に教える活動も実施 して

います。この活動では、地域の拠点となる学校

にその拠点を担らてもらうことで、少 しでも関

心を持つてもらう目的も持つています。また、

地域のみなさまに、貴重な生物が生き残つてい

たことを知つてもらうこと、それを守るにはど

うすればいいかを考えるきつかけになればと考

えていますG

しかし、この個体群を永続させるためには、

限られた施設内の系統保存池や学校のビオ トー

プだけではなく、出来るだけ広い場所で、本来

の生虐、地に近い多様な環境に、新たな恒久的生

産、地の創出を行 うことが不可欠となっています。
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生物の移殖・放流はリスクを伴 う作業です。 し

かし、ニッポンバラタナゴの場合、ヒトが壊 ヒ́

た生産、環境を取 り戻すために、ヒトの手が必要

な段階にまで至つていることは明らかです。本

来、存在するべき生物について、適切な方法に

基づいて再度その生息場所を人為的に造成する

作業を「保全的導入Jと いいますc保全的導入

は、生態系へのリスクが低い場所、成功の可能

性が高い場所、その後の継続的な生息が見込め

る場所で行 う必要があります。ならやまベース

キャンプのビオ トープ池を拝見し、また、お話

しをお伺いしたとき、奈良の地でヒトと自然が

共存する里山環境に感動し、まさにここが新た

なニッポンバラタナゴの生息場所になりうると

確信 しました。ニッポンバラタナゴ達が、もつ

ともよろこぶ住みやすい環境であると感 じまし

た。そこで、この池を新たなニッポンバラタナ

ゴの恒久的な生慶、地とする取 り組みを貴会に提

案させて頂きました。何卒、ご理解 とご協力を

お願いいたします。

ならやまニッポンバラタナゴは、雨が少なく

ため池の多いこの地域で、ため池をすみかとし

[写真の説明]

奈良県産ニッポンバラタナゴの雄

(近畿大学 森宗智彦氏撮影)

体長約 5 cm

て長い問ヒトと共存 してきたいきものです。こ

の地域における持続可能な環境や社会の指標 と

して、ニッポンバラタナゴは象徴釣な存在 とな

るので|まないかと考えています。この取 り組み

には、様々な予想外の トラブルがつきもので、

予定通 りにはなかなか行かないと思います。経

験豊かなみなさまのお知恵をお借 りしながら、

新たなニッボンバラタナゴ生息地の創出にご協

力頂けますよう、心よりお願い申し上げます。

*北り|1 忠生氏

近畿大学農学部環境管理学科講師 博士学術

愛in県 出身、2003年 より近畿大学に赴任、奈良

に住みはじめ 8年目です。

専門は、淡水魚を対象とした遺伝学で、日本列

島の ドジョウの仲間の起源の解明の研究で博士

号を取得 しました。様々な在来淡水魚のほか、

外来種であるオオクチバスの問題や、 メダカ

の流通品種であるヒメダカによる遺伝子汚染の

問題にも取 り組んでいます。分担著書に、「淡水

魚類地理の自然史」北海道大学出版会がありま

す。

議
棗

棗
議  幸
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ξ∫♭…楼 狡な気ですか ξ

「大 和 伝 統 野 菜」

樋口 善雄

「戦前から奈良県内で生産が確認されている

晶目」と案内を受けた。 地域の歴史  文化を

受け継いだ独特の 栽培方法等により、味・香

り・形態 。来歴等に特徴を持つものと定義 して

いる。 そう言えば他暴では 天王寺かぶら・

門真れんこん 。吹田慈姑・聖護院大根・都タカ

ノツメ等が顔を並べる。

奈良県では,水産農林振興課から入手の資料

によれば種子から育てる野菜X10種 類。 根

塊菜X3種類で更に「大和のこだわり野菜」で

24種類に細分している。

なら山プロジェク トでの栽培は,『水菜』か

らスター トを切 り、次いでひもトウガラシ・紫

トウガラシ 。大和薯,な どに手を染めて行つた

ルーツは,メ ンバー諸兄子の御高承通 りである。

最たる作物は 『黒米稲作』であることは,言

を侯たない。 近年は大和マナ,祝い大根,チ

ュラ冬瓜,三池高菜等他県の伝統品にも手を染

めているが,シエア世代の安心安全を願つた『無

農薬、有機栽培』を実施すると,栽培には数倍

の労が必要である。

比の欄では紙数に制限あり これ等の栽培に

関し諸々の面白い栽培挿話を紹介出来ないが,

近々に号を改め、諸兄姉にご報告すべく草稿を

温めておきましょう。

孫からの緊急出動要請

り|:勝 孝雄

私には孫が小 5,4歳、2歳の 3人います

私の住まいより 3(〕 分～ 1時間の距離に住んで

いる娘の子供です 3

朝の登校、登国の時間に体調不良時は病院に

駆けつ :す る緊急要請がジジ 。ババの我が家に連

絡が入ってきます。

また登校 ,登園 していて 1)体調が悪いと引き

取 りにきてほしいと連絡が来ますc

この時は体調が悪いので引き取ると同時に小

児科病院にか |ナ こむことにな ります。特に体診

日の対応には大変苦戦 しています。

小児科に通院 していると大変多くの小児が毎

回来ていることが実感出来ます c

我が子の時は妻に育児のすべてを任せきりで

したが、現在は夫婦か、夫だけで小児を連れて

きているのを見ると、時代が変わつたと感 じる

今日この項です。

コプシの実
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土緑化推進機構会長賞

(社団法人)国土緑化推進機構の 「平成 23年度ふれあいの森づくり」部門で、

奈良 。人と自然の会が会長賞を受賞することに決定した旨、奈良県庁より連絡

がありました。

全国 46都道府県より推薦 された中から、中央選考委員会で審査 し4団体が

選ばれたもので、来る 11月 20日 の全国育樹祭の場で、会長である衆議院議長

の感謝状が授与されますことになっています。

当会の創立 10周年の記念すべき節 目の年に、このように素晴 らしい賞を頂

くことは大変意義深いものであり、この栄誉を力に、我々の活動の輸がさらに

広がるよう、お互いに努力 していきたいと思います c

会長  阿部 不口生

ビヤグラス :こ こは京都府相楽郡にある 「レイ

クフォレス トホテルJのテラス.眼下にはゴ

ルフ場、その向こうは L14の垣根がず― と続 く
=

タンブラー :見なよ、日本酒・焼酎・ リキュール

の銘酒を並べて、オンザロックでグイグイだ。

流石にのむならの会 ?じゃなかつた。ホロ酔

いとなつて 「森や谷川の

ある自然の未来」「これ

からの国のあり方」等

々真面目な方々ばかり。

七輸 :おやおや、呑んだ

ら話に夢中で黒焦げだ。

あれ !あれ !こ のウィン

ナーはうちのと違 うぞ、

かなり上等のようだ。

“これは旨い"と 頬張つてる。まあいいつか

俺は黙つて焼いてりやいいんだ。

タンブラマ :も う瓶底に少 ししか残つてないよ。ま

あ野良仕事で疲れてのガソリン補給てとこ

かc後は温泉やカラオケでゆつくりしていつて。

～ 8月 のら)の会より～

やってきましたよc全員

白髪交 じりの元気なお じ

さん達が、我等ビール係

18器がお出迎えだ。

七輪 :久 し振 りの接待だ。

おやおや始まったばかり

なのに、一台が調子悪

く交替させ られたよ。今

日は燻つても真横に吹き飛

ばされて、煙 と臭いの演出が出来ないのが残

念だよ。

ビヤグラス :こ の前はステキな娘さんばかりで

スマー トな飲みつぶ りに気分よかつた Iす ど、

今 日はビールだけではないぞ |

「・・・・ を忘れて」

竹本 雅昭

彗

摯

番

綸

“

崚

数

、

速報 !

受賞決定
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羹と森林の周闘 輪賛イベン ト

8月 28日  (日 )日青れ、 前日

のような天気である。 7月 30

やまの昆虫観察会」に続いて、

と自然工作」を実施した。

「竹切 りと出然工作ゴ実施報告

の大雨警報がウソ

日 (量1)の 「なら

イベン ト「竹切 り

当日キャンセルもあつたが、子供 17名 、保護

者 6名 の参加があつた。

午前中は遊びの森で、本登 りや、ブランコ、ロ

ープ渡 り、本を切つたりして里山の遊びを楽 しん

でもらつた。初回のロープ渡 りの真剣な眼差 しと

達成感。2回 目の自信。こうして子供は成長する。

昼食後、 12時 40分頃から、バウムクーヘン

を子供たちが中心になつて焼いてもらった。

顔を真っ赤にして、熱さに耐え、だんだんと大く

なるバウムクーヘンを楽しみに、クルクルと回し、

同時に4本を焼く。 1時間はたっぷ りかかる。

辛抱強く焼く子供、焼くことに飽きて、野原を走

り回つて遊ぶ子、いろいろな個性が現れてなかな

か面白い。

焼きあがつたバウムクーヘンを竹からt‐ylり 離 し

て参加者全員で試食する。子供たちの嬉 しそ うな

顔、顔、顔 … ・・

続いて、竹で水鉄砲を作 り、的に目がけて水を

飛ばして遊ぶ。よく飛ばす子、手前に水が噴き出

る子いろいろあつて興味は尽きない。

あっという間に時間がたつて、終わるのが心残

りな子供や保護者たち。皆さんお疲れ様でした |

(藤 田 記)5



当然数室チーム活動報告

9躍 7藝 、肇保台ノ:ヽ 学校において鼓庭の昆

虫観察会を行いました。天気に恵まれ、虫も

いっぱいで、主案を振 診藝す子供たち鍛元気

な声とバッタや トンボ母悲鳴とともに無事終

了しまたc塁虫澪士の本村さん、菊,:!さ んが

幸心となり、当会の自然教室チームから尋峯

の応援 (華り::、 倉轟、塩本、機本、林、平簿、)

のもとに楽しいひと時を選ごしました。

第 1部は技嘉の革むらでの昆ム採集 ≧観察、

第 2諄 :ま 室内でせみの抜け殻観察を行いまし

た。参康 した子供たちは 1年生～ 3年生が主

体で、 4年生と5年生は饉かでした。 しかし

参議者 :ま 45人 と多かつたため、各学年が入 り

混じつた 7～8人を一グループとして 6つの

班に分け、自然観察チームのメンバーが各班

一人ずつついて指導を行いました。

第 1部の昆虫採集は、1～ 3班をま―とめて

菊り||さ ん、4～6班をまとめて本村さんが担当

し、互いに反対方向にぐるつと校庭内を一回

りし、途中で交差するようにしました。

子供たちはめいめい虫網を与えられ、リー

ダーが「さあ虫取 りを始めましょうJと い う

が早いが一斉に草むらに分け入 り、虫の追い

出しにかかりました。昼にご馳走をたらふく

食べ、昼寝をむさぽつていたバッタたちはさ

ぞ驚いたことでしよう。右に逃げても左に逃

げても虫綴を持つた子供たちがわつと持 しか

けてきて、有無を言わさず御用ですので。

イベント「装保台小学硬霧昆菫観察会」
害然教室チーム

女の子も晃の子 :こ 負ますずにがんばつて象を

違い掛 :す 舞していました。 しかし虫羅をかぶ

せてバッタを捕まえたものの、二かごに入れ

ることが華来ず :こ メ.タ ッアの手を頼わせてい

た子もし`ましたが、慶 サの子糞たちが虫を手

でつまんで虫かご:こ 入れてし`るのを見たせい

か、終わる項にまま手でつかむことが轟来るよ

うになっていました。大きなバッタを構 らえ

て
'う

ちの嚢の虫かご:ま何処 ?毎建 ?」 と大

騒ぎしていた子もいました。つぎつぎ:こ バッ

タや トンボが現れるので、子共たちはムとり

に忙 しく、二かご運び :ま 二の次となり、結局

スタッフや父兄が持ち運ぶハメになりました。

直前の下見ではいつぱいいたバッタや トンボ、

蝶も、虫取りが終わる頃にはみんな姿を消して

しまいました。賢くてすばやい難きをした虫は

子供たちの手の届かないところにうまく避難し

たようですが、虫かごにはいろいろな虫が機ま

っていました。

主な獲物は、シ≡ウジ詈ウバッタ、 トノサマ

バッタ、クルマバッタモ ドキ、オンブバッタ、

マダラバッタなどバッタ類が中心でしたが、発

見の基難なキリギリスも3匹捕まつていました。

運動場ではウスバキ トンボが 10甕ほど舞つて

いましたが、一匹残らず虫かこの中に納まつて

いました。

第 2部のせみの抜け殻議ぺでは、各班 100匹 く

らいの抜け殻を権手に奮爾し、スタッフから殻

の大きさ、出べその有無、泥の有無などから判

別する方法を習つて、アプラゼミ、クマゼミ、

ニイニイゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシと仕

分けていました。次の工程のメス、オスの区Bll

は、当初は区麓点がなかなか分からなくてうろ

うろしていましたが、ポイントが分かると、虫

めがねなどを使わずに「これはオス | これは

メス :」 とすばやく仕分けていました。スタッ

フ残念ながら 虫めがねにたよつていましたが。
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ならけまプロジェクト自レポート 23年 9選

里山グループは彩 りの森 4号‐地の障害木伐採.8月 25日 (本)曇 り/雨 参加者 24名

里 llJグループは彩 りの森 3号地の障害樹木伐採、

椎茸ほだぎ天地返し。新駐車場の整備 (継続)。

農園グループはナス、南瓜、冬瓜、ゴーヤの収穫

およびサツマイモ畑の草取 り。

景観グループはビオ トープ排水溝の修理、桜、楓

の植栽位置の表示作業を実施。

8月 28日 (日 )晴 れ 参力E者 24+23名
奈良県 「山と森林野月間」協賛イベン ト「竹切

りと自然工作」を実施。子供 17名 、保護者 6名

の参加があり、午前中は遊びの森で午後からはバ

ウムクーヘン焼きと竹の水鉄砲作 りを楽 しんでも

らった。

9月 1日 (木)雨/曇 り 参加者 28名

里山グループは彩 りの森 4号地の障害樹木伐採。

笹薮刈取 り実施。

農園グループは大根種蒔き、蕎麦の間引き、茄子

冬瓜、シシ トウ、ピーマンの収穫。

景観グループはC地区の楓植樹位置の杭打ち、水

路整備、生物調査を実施 した。

9月 8日 (本)晴 れ 参加者 43名

午前中、全員で笹藪刈取 りおよび投棄ゴミの撤

去。ならやまPLに取 り組んであしかけ 5年、よ

うやく念願の笹薮の撤去が完了し、すつきりした

笹薮跡を見て、思わず関係者万歳三唱した。

(不法投棄ゴミの多かったこと !)

農園グループは大蒜の植付け、大根 (YR鞍馬、

紅心&幸味)の種蒔き。景観グ′レープは水路整備、

アオミドロの除去、ジャーマンアイリスの移植 と

草取 りをそれぞれ実施 した。

9月 13日 (火 )晴 れ 参加者 5■ 3名

シニア自然大学校水生生物科からビオ トープ調

査に 3名 来訪。

9月 15日 (本) 晴れ 参加者 37名

本国|ま 臨時活動 日に変更。彩 りの森 4号地の障

害樹木伐採完 了。

秋野菜種蒔き、ジャガイモ植付け、茄子、シシ ト

ウ、ピーマン、冬瓜の収穫等、作業がはかどった。

9月 17日 (土) 曇り/雨 参加者 17+3名

本日は教育実習生 3名 、 10月 15日 (土)公

開イベント「芋ほり大会」に備え、竹ポットエ作

用の竹の伐採と下許えをした。新駐車場の整備は

本田完了。秋野菜 (大根、蕪)の手入れを実施。

雨天のため、活動は12時で終了した。(藤田 記)
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ならや舎里藁林自然難察診ポート

*な らやま里山林花だより* 吉村 さつき

台風も過ぎ、ならやまに被害もなくほつと一′皇、です。

ヘクソカズラはとてもかわいい花です。

つる性の多年植物で、他物に絡みつきながら長さ1セ ンチの白色の花をつけ、花冠の先

が 5浅裂 し中心部は紅紫色です。

名前の出来は屁糞蔓、花や葉をもむと悪臭がするからだそうです。

なんだか名前がかわいそうな気がします。

別名のサオ トメバナ (早乙女花)は花序を早乙女が用いるかえノざしに見立てたそ うです。

こちらの方が可愛さが増し私はびつたりすると思うのですが・・・・・

草花 *ヘ クソカズラ、キツネノマゴ、ヌスビ トハギ、

ヒナタノイノコズチ、ヒカゲノイノコズチ、

チジミザサ、ゲンノショウコ、ヌマ トラノオ、

イヌタデ、ヒメムカシヨモギ、ヒヨドリバナ、

ミズヒキ、ギンミズヒキ、キンミズヒキ、

アキノタムラソウ

花壇 *ケイ トウ、千日紅、ニラ、ハナショウガ

ツルボ、サンジソウ、ガガイモ、コスモス

草や本の実 *ス ズメウリ、カラスウリ、

コムラサキ、シロシキブ、ウスノキ (赤 )、 ナツハゼ

*な らやま鳥だより*

9月 12日 。菊川さんと廻 り

鳥は少なく昆虫観察になりま

小田 久美子

ました。 6種  21羽。

した。特にヒグラシのラメ入りの羽には感動しました。

アンカズラ
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“満開"のそば畑 (な らやま)

<癒しの散歩道

い つ の 日か

谷川 雅邦

いつの日かまだあどけない子供の頃の私に出会える事が出来たなら

見渡す限 り拡がる自然の豊かさが眼に眩しかったに違いない

無知や偏見から解き放たれきつとその尊さに素直な自分に戻るだろう

いつの日か昔なつかしい子供の頃の自然に出会える事が出来たなら

生きる喜びと拡がる心の豊さが身体にあふれれ出たに違いない

人は飢えや争いに苦 しまないできっと世界に愛と平和を届けるだろう

三 いつの日か蘇る子供の頃の自然の美 しさに出会える事が出来たなら

明日の夢を失くした枯れ葉ではなく色ずく豊な景色に違いない

人々は互いに手を取り合つてきっと心豊かな街で仲良く暮らすだろう
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オリンピックの跳躍競技ならチャンピオン

―や さしい昆虫講座 (第 12話)一

秋の虫というと、バッタ、コオロギ、キリギ

リスを思い浮かべられることとでしょう。今回

はバッタを取 り上げたいと思いますが、バッタ

とコオロギ、キ リギ リス類の区別はつきます

か ?よ い声で鳴くのは後者で、そのような隠 し

芸ができないのがバ ッタです。もう一つの違い

はひげ (触角)にあります。チョビひげはバッ

タ、糸状にながいのがコオロギ、キリギリス類

です。

バッタの横綱はショウリョウバッタです。メ

スでは長さが 8cm前後もありますが、オスでは

5cm前後です。イネ科の雑草が生い茂つている

草むらに住み、人が近づくと慌てふためいて飛

び立ちます。オスは飛ぶときに前後の羽根をす

り合わせて「キチキチキチ・・・」と音をたて

ることから、キチキチバッタと呼ばれることも

あります。体色は、緑色または黄褐色が主体で

すが、白い縦縞のある個体もありますがみんな

同じ仲間です。

長さではショウリョウバッタには負けますが

体つきががつちりとした貫禄のあるのが トノサ

マバッタです。長さは 5～ 6cmで、体色は緑色

から褐色までいろいろのタイプがあります。荒

地の草むらに住み、主としてイネ科の植物の葉

を食べています。 日本ではおとなしくしていま

すが、アフリカでは空を覆 うほどの大群となつ

て農作物を襲い、テレビの ドキュメンタリ番組

の主役ともなつています。 しかし、日本でも何

度か大発生しています。その事例の一つが、関

西空港が開港 した頃で滑走路脇の草むらで大発

生し、新間にも取 り上げられたことがあります。

本村 裕

この虫が大発生するためには、適度の草と何も

生えていない裸地が必要です。空港は新たに造

成された土地のために広い裸地が多かつたこと、

餌となる芝地が多かったこと、バッタを食べる

天敵がいなかつたことが重なつて大発生につな

がりました。 しかし、芝地が広がり産卵適地が

なくなつたことにより2年ほどで治まりました。

農家のかたにおなじみはイナゴです。稲を食

い荒らす害虫で、昔はいつぱいいて、大きな被

害を与えていました。また、焼いたり、佃煮に

したりして食べた方もいました。その後農薬の

普及とともに減少 し、ほとんど姿が見られなく

なりましたが、近年農薬の使用が抑えられたこ

とにより、また増加の傾向にあります。

今度、オ リンピ

ックに出るの

家庭園芸家にお目1染みはオンブバッタです。

大きなバッタ (メ ス)が背中に小さなバッタ (オ

ス)を乗せてピョンピョン眺んでいます。庭の

草花を好き嫌いなく食い荒らすので嫌われ者で

す。

もつとも小さいのがヒシバッタです。長さは

lcm前後、体形がひし形で、草むらでピョンピ

ョン飛び跳ねています。

バッタは羽根でも飛びますが、後ろ足が太く、

強くなっていて飛び跳ねることが出来ます。ひ

と跳びで 2mほどですが、人間に換算すると60

m位になります。ロンドンオリンピックにエン

トリしています。

草むらでよく見られる土色のバッタ類は、マダ

ラバッタ、クルマバッタ、クルマバッタモ ドキ、

イボバッタなどです。湿つたところでよく見ら

れる羽根の短いバッタはフキバッタです。
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自然をちようぴり しヽただきま～す 西谷範子

秋はまた豊富な鐘:菜料理の季節です。春と違つていろいろな実りがあり、

料理に果実藩に忙 しくなります。このコーナーではできるだ:す 、ならや

まフィール ドや身近な所で入手できるものを取り上げています。

みずみず しいアオミズは、茎の硬い所を除けば全草おひたしなどにできます。

少 し湿つた所や水辺に生え_て いて、さつと蕪でて水にとれば、それほどアクもなくおい

しいものです。

ミゾソバの新芽もやわらかい所を摘んで、同じようにできますQ

また、ミゾソバやイヌタデ、ハギのたはままごと遊びにも登場するきれいな色をしてい

ます。花だけしごいて、さつと議がき、甘酢に績けておきます。ご飯の上にしばつた花

をばらばらとふってアカマンマご飯にしたり、サラダの トッピングにもいかが ?

秋の野趣のあるご飯というと、やはリヤマノイモのムカゴご飯でしよう。ハイキング

の折に蔓から採つて、そのまま食べるとあのシャキシャキした歯ごたえと山の香 りがな

んとく)い えません。これは畑で栽培されているヤマイモのムカゴとは一味違います。

でも、自然のものでなくても入手できたら、塩節でして炊きたてご飯に混ぜます。

生のままお米に混ぜて炊くと、一層ムカゴの香 りがご飯に移 り、とても野趣があります

が、夜炊いて朝になると、ムカゴからアクが出てご飯全体が黄色になります。一度に食

べ切る量がいいですね。

アケビがあちこちで熟れてきます。どうして食べるの ?と よく聞かれます。

中の種の部分を自いワタと一緒に口に含んで甘い汁を吸い、種をばつと吐

き出します。この種を土に植えると100%芽 を出しますのでえらい事に

なります。皮が硬くなつていない若い実の皮を 2 c llnぐ らいの短冊に切 り

天ぷらに揚げます。苦味が抜けて思わぬご馳走になりますcでも入手して一日たつと変

色してきますから、新鮮な内にどうぞ。

クズやモクセイなど芳香のあるものは、花だけホフイ トリカーに漬けて果実酒ならぬ

花酒を作るのもよいでしよう。味に深味はありませんから、砂糖など入れてください。

但し、花をたくさん入れ過ぎない事。私は以前、月下美人酒を作つたのですが、花を3

こt)入れたのでその香 りがきつく、飲めませんでした。

クサボケ、ナツメ、カリン、マタタビ、ヤマボウシ、アキグミ、ガマズミ、

ナツハゼ、ズミ、ヤマブ ドウなど、きれいな色のものや、芳醇な味の果実酒

の材料がいつぱいです。

東北ではウワバミソウ (ミ ズ)を刈り取 り、塩漬けにして冬の青菜不足を補いました。

関西ではあまり大きなものはありません′が、東北の方では 7～ 8 0 crrl近 くになるもの

が群生します。鎌で刈 り取つて柴のように東ねて背負子で背負つて帰るのを見ました。

特に秋はあの節のところにできるこぶ (むかご)を集めて食べると、独特のこりこりし

た食感が絶品ですG

今年はブナの実の生り年です。どこのブナもたくさんの実をたわわに

つ!す ていますから、遭遇 1/た らぜひ食べてみて下さいぅ今年は熊もほくほく

顔でしょう。
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級ホ 嬌ヘ

雨上が りの早朝でしょうか。生活習慣の散歩道。く

二句目。国語調に優 しさと柔 らかさを表現する。

各のま拡採奈良及 といふヽ
'合

ヱ山嬌法絆薄へ む移 ウぬ t

重山の民の軽さ》赤 むんtr

里山に秋が来た。虫が集 き、赤 トンボが色を染め、

ネ誉りの子供の機春》感 じ》

ちなしの芳香に暫 し竹む。

!`1幕  恭久

法師蝉の声は夏の挽歌とも。

ウ     tシ :ヰ 赤久

8.28日 、森のエベント。子供 らと「遊びの広場」に遊ぶ。非日常の世界に嬉々とした

表情。ひととき、森の空間に歓声が響 く。

光 のれ によ の蜂 をウ地下 llia場 |)|ヰ  赤久

道路脇のクヌギの根方にスズメバチ。直ちに殺虫剤と土嚢で塞 ぐ。

間もなく地下酒場は閉店となりました。
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小爾 久美子

羽という記録があります。私も、最近ヒナを一羽しか連れていない目撃が多いなと思つ

ていました。三上(岩手医大)助教やバー ドリサーチなどが全国の愛鳥家に依頼 して、一

つがいが何羽のヒナを連れているかの調査を行なつたところ、農地では辛 うじて 2羽強、

商業地で 2羽弱と小子化が見られるという結果になつたそうです。繁殖環境の悪化が少

子化の原因ではないかと予想、今後も継続 していきたいとありました(昨年秋の毎 日掲

載)。  原因には建築様式の変化(瓦屋根・戸袋)、 素材調達 。採餌が遠いこと、天敵カラ

スの脅威があるように思われます。でも、コンクリー ト壁の水抜き穴や看板の裏、交差

点の信号機・電柱に住まいを求め、餌場はコンビニの誘蛾灯 。人が落とした菓子やパン

暦など、彼らにも苦肉の対策があるようです。ならやまでも何故か耕作地エ リアではあ

まり見られないスズメですが皆さんの周 りでの変化はどうでしょうか。

地味だけど・・

体重 24gの小さい鳥は、2500年前稲

作 と共に北上 し勢力を拡大 して来まし

た。稲の敵 として追われた りしながら

も「舌きり雀」の主人公になつた り、

人に依存 しながら仲良く(?)暮 らしてき

ました。 かつては何処にでも当た り

前に見 られた鳥で したが今は受難の時

です。都内の中学校校内での 40年間の

観察(1965年→2002年)では 230羽 ―→0

☆ (橿原)8月 12日 ホ トトギス暑さの

せいか去年より4日 はやく鳴き納め。

27日  キジ (♂ )御所の畑のブ ドウ畑

よりあわてて声も出さず飛び出る。 うち

のブ ドウは下のほうにもぶらさがつてい

る。丁度顔の高さのを食べていたのか

な ?こ っちもびつくり。

9月 10日  畑 (橿原)で朝 10時ごろ突

然 ミーンミーン ミンミン。何年ぶ り

かな。橿原で聴くのは。その日に聴いた

だけだつた。

15日  明日香祝戸でどつさり成ったエゴ

の実をヤマガラ達が忙 しげ啄ばんでいた。

近くでコサメビタキがかわいい姿をみせ

てくれた。

情報とは言えないけれど面白い話。今

年 うちの トウモロコシは40本のうち半分

以上イタチに食べられてしまいました。

カラスよけの為周囲をすつかり網で覆つ

たのになんと網をくぐつて下からもぐり

こんだみたい。中でも食べて お持ち帰

りが外にもあつてその皮のむき方が笑え

る。人のようにあの皮をペロリとむけず

縦に細くさいて丁寧に一枚一枚上から下

スズメ
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までむいていた。イタチがあの手で神

妙な顔 して皮をむいてるのを想像 しただ

けでおかしくないですか ?それ とも歯で

むいたのか 。・・・ どっちかな ?手の方

が笑えるけど。持ち帰るのも重 くて 1～ 2

本落としていった り・・・腹 もたつたけ

ど面白い出来事。

カエルが畑に二種類 トノサマガエル

ツチガエル アマガエル (緑色ですがこ

の名前いいですか ?)畑 の雨水貯めの 3

ッのペエルに夏中 今もオタマジャクシ

が 5匹ずつ くらいで 15匹。 ドジなオタマ

ジャクシもいてジョウロにベールの水を

いれるときいつもジョウロに入る思わず

「オイオイ」この 3種類のカエル達の子

かな ?ボ ウフラ食べて元気にすくすくと

育っている 。私がいくとトノサマガエル

がいつもでてきてお互い 「おはよう |」

楽 しい燿です。 (斎藤 )

☆ (斑鳩)15日 平城 1日 跡にてかわいい

鳴き声が ??そお一つと近づくと声の主

はモズでした。こわそうな顔でかわいい

小鳥の鳴きまね !l秋には他の小鳥をお

びき寄せたり、排除したりするために鳴

きまねをするようです。

(勝 田)

餓 行 案
※原則 :前日午後7時前の NHK天気予報で、降水確率 (午前)60%以上の場合は中止

※当会の行事における傷害事故等については個人負担とし、当会は賠償等一切の責任は負いません

『ならやま里山林プロジェクトlo月・11月 の予定』

場所 :  奈良市奈良阪町 。佐紀町の県有林 (JR平城山駅下車徒歩 10分 )

一 「ならやま会館」前の道路 (な らやま大通 り)の南側に広がる林地一

日時 :  lo月  6日 (本) 活動 日

10月  8日 (土) 日  芋ほり大会

10月 13日 (本) 臨時山の日

10月 15日 (土)医 コ芋ほり大会 (予備 日10月 22日 )(教育実習生受入)

10月 20日 (本) 活動日

10月 27日 (木) 活動 日

10月 31日 (月 ) 雨天予備 日

11月  3日 (本) 活動 日

11月 10日 (木 ) 活動 日

11月 17日 (本) 臨時山の日

11月 19日 (土) 活動 日 (佐保自然の森植樹祭)(教育実習生受入れ)

11月 24日 (木) 活動日 (新蕎麦まつ り)
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