発 行 ２ ０ １ ５ 年 1２ 月 １ 日

１２月号・第１６７号

会長 藤 田 秀 憲

ホームページでは、カラーで見ることが出来ます

多士済々
Monthly R epo.な ら や ま
里山の今
芋掘り、稲刈り・報告
１０月・一泊研修会・報告
月例研修会・瀬戸内オリーブ基金

自然教室チームだより
｢鳥 」 シ リ ー ズ
やさしい昆虫講座

１
２
３・４・５

６
７
８
９
１０
１１

青垣春秋
俳句百景
癒しの散歩道＆ならやま茶論
里山ボランティア
ならやまプロジェクト
行 事 案 内 part1・ part2・ part3
幹事会報告
仲間入り ・奈良学クイズ ・編集後記

１２
１３
１４
１５
１６
１７～１９

２０
２１

ネイチャーなら・第１６７号（１）

Dec. 2015

「うわー！草が一杯に生えてしまって、でもこ

類・形態があるものとようやく知った初心者時代

のあたりに○○が今咲いているはずよ…」
。
草を分

の思い出です。常に探究心旺盛で、様々な分野に

け、体中にヌスビトハギやチヂミザサがくっ付く

精通され博学です。三井物産環境基金助成３年目

のもかまわず、ずんずんと進んでゆきます。まる

に取りまとめた「ならやまの四季」作成には、多

でいたずら

大な貢献をしていただきました。作成チームの一

小僧
（失礼）

員としての活動だけでなく、簡単ガイドのＡ４・

のようで

８ページの校正原稿まで押し付け作成してもらい

「そのまま

ました。おかげで予算の範囲で完成し、3,000 部

では家に帰

の印刷をすることが出来たものです。

れないよ」

自然への愛着・取り組み姿勢は半端ではありま

と、大笑い。

せん。青少年への自然環境教育にも熱心で、何か

パトロール

と
「創意を凝らした伝える工夫」
をされています。

隊での守口さんの一こまです。
「キチジョウソウ」が咲いているよ！つい先日

珍しく寒い、雪だ！ ならやまの景色はどうな
っているのだろう？？ と車を走らせ観察路を歩

[たじま高原植物園]でこの花を見た、
“紅紫色のこ
の花を見ると吉事がある”と教えられ記憶に残し
ていたものです。身近なところに沢山咲いている
のに驚きです。普段のたゆまぬ観察で、希少植物
のいくつかが、この[ならやま]で発見され確認さ
れていますが、公表すると消えてしまう悲しい現
実もあるのです。記せないのが残念ですね。
人見知りだし、時にずけずけものを言う自分を
「会のみなさん」がおおらかに受け入れ、共に研
鑽してくださる。奈良の人は気持ちが優しい、古

く行動派の面目躍如たる一面は、この冬の写真で

い自然と文化が残っているところも素敵と、守口

す。
（ホームページでもカラーで見られます）

さん。
でももう参加会員の中では古参なのですよ。
ならやま景観整備事業が始まる以前の、観察会や
忍辱山国有林間伐作業
（平成１６年頃より３年間）

水田を掘り返し池が生まれました。
数十年湿地、
田んぼ跡で、雑草が生い茂っていたところです。
いったいどのような生物が棲み着くのであろう

の頃から、山の戦友でしたもの。そのころは、手

（？）
。興味津々、生物に詳しい木村さんや菊川さ

鋸、鉈、剪定鋏、鎌、ロープ、などを使用した作

ん、シニアの水生生物科の村上さんなどと共に、

業でしたから大変でしたが、工夫もあり楽しくも

３年間の定点観測を継続され、水生生物チームと

ありましたね。

共に「ビオトープの生物」への基礎資料報告書も

「これはウワミズザクラよ、ブラシのような形

出来上がっています。

で花を付けているでしょう」昔々、観察会で教え

人気のスズキ・ハスラーに颯爽と乗り[ならや

てもらったのです。長い総状花序につく不思議な

ま]に来られます。
明るく！元気に！楽しく！そし

サクラとの出会いでした。サクラにもいろんな種

て無理せず！ ますますのご活躍を祈ります。
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Monthly Repo.

ならやま

八木 順一
10 月 17 日（土）イベント 晴れ２９名＋５９名
恒例の「芋ほりイベント」
。狭い畑に 100 人が
ひしめき合い、壮観。子供たちは勿論のこと、保
護者も必死にスコップを振るう。経験不足は子供
だけではないようだ。また、その後の芋コンテス
トでは、ツル
の長さや重さ、
はたまた形の
面白さまで競
う。豚汁が供
された昼食後
は各グループ
毎のならやま
探検。設定さ
れた 8 ポイントを回る。最後にＢＣで振り返りの
時間を持つ。アンケートを書いたりおいしそうな
匂いの焼き芋をほお張ったりしたが、最後には今
日自分たちで掘ったばかりの芋をお土産にもらい

春講演会の予告が行われる。シニア実習生 1 名。
11 月 5 日（木）活動 晴れ

６５名＋４名

稲の脱穀、ソバの刈り取り、そして山作業と全
員作業が 3 つも重なり大変。しかし好天と多くの
参加者のおかげで無事終了。打ち合わせでは参加
者必ず全員
参加の作業
のどこかに
参加して欲
しいと依頼。
午後は各Ｇ
とも倒木の
処理や稲や
ソバの収穫、
そして冬野菜や花の準備等で忙しく時間を過ごす。
稲の脱穀作業には佐保台小児童 2 名も参加した。
11 月 1２日（木） 活動 曇り ６6 名＋３名
朝の打ち合わせの後、全員でＢＣの石拾い。里
山Ｇはカシナガ枯死木の伐採を中心に、景観Ｇは
ソバの脱穀や池の生物調査、ワタの収穫等に取り
組む。また、パトは観察路の階段の修理を行う。

ニコニコ顔で帰路に。
10 月２２日（木） 活動

の他 11 月の刈払機講習会の再確認や忘年会・新

晴れ ５6 名

恒例の稲刈り。今年も佐保台小児童と一緒に作
業。全員参加で仕事も捗り、一時間あまりで作業
も終了。里山Ｇは林野庁関係地域の伐倒、エコＧ
は芋ほりや野菜の施肥に取り組む。景観Ｇは草刈
りや花畑の柵作り等、そしてパトは第 2 コース巡
回に出る。打ち合わせではイベント等への参加お
礼とこれからの予定についての連絡。今年もスズ
メバチが発生しているので気をつけて欲しい、と
の注意喚起もあった。
10 月 29 日 (木） 活動 晴れ

69 名＋1 名

ソバ刈りが行われ、クラブメンバーに加え他の
会員の協力で終了。ソバ祭りが楽しみである。里
山Ｇは倒木処理を中心に、エコＧはシシトウやピ
ーマン等の野菜類の撤去と芋ほり。この芋は早速
焼き芋にして賞味。
「おいしい」の声しか出ない。
景観Ｇはソバ刈りと水生生物調査、そして花畑の
柵作り等。パトは第 3 コースの巡回へ。打ち合わ
せでは会報のアンケートや備品調査のお願い、そ

エコＧはタマネギの植え付けや野菜の収穫に汗を
流す。県が
カシナガ被
害木・薪 8
㎥を買い取
るとのこと。
県から 3 名
来訪。
11 月 19 日（木）活動 曇り 60 名
懸案だった備品整理が進む。整理も大切だが、
会員の中に備品を大切に扱う、といった気持ちが
更に深まることを期待したい。里山Ｇは倒木や枯
れ木の処理を中心に、エコＧは備品整理と秋野菜
の後片付けに取り組む。景観は草刈りや山野草園
の整理や備品整理、パトは第２コースの巡回に出
る。打ち合わせでは 12 月の月例研や忘年会の予
告等が行われる。県がカシナガ被害木・薪の一部
を引き取りに来訪。
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里山グループだより
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エコファームだより

坂東久平

岸谷和代

里山の今

泥田に裸足で悪戦苦闘した田植え
から５ヶ月。か細かった黒米の早苗
「ならやまプロジェクト」の活動
も自然の恵みいっぱいに受け、
大きな株に成長し、
エリアは、約１６ｈａであるが、里山グループで
黄金色に輝いています。
は、
「ならやま里山林」約５ｈａの管理区域を３０
10 月 22 日 快晴 佐保台小５年生 13 名（1 名
ブロックに分けて、樹木管理をやっている。
休み）を迎え、エコファーム最大のイベント「稲
各ブロックの境界に荷造り用ＰＰロープを張り、
刈り」の日です。子供達の元気な声が響き、大人
全てのコナラに番号を付けて、管理をして来た。
達もワクワク。
この管理区域の境界を示す線（ＰＰロープ）が
稲の刈り方・鎌の使い方を教わりいざ田圃へ。
張り切った顔・不安そうな顔・ドキドキ顔が並ぶ。
劣化して無くなった場所もあり、樹木の伐倒やナ
ザック！ザック！ザック！
ラ枯れ被害の調査などに不便を生じて来た。
足元に響く心地よい鎌の音。ホッペに触れる稲の
この春から、境界の区分に新たに「虎ロープ」
感触・稲草の香り。色鮮やかな紫色した切り株。
を張ることになり、ロープ班（約４名）が主体と
次から次へと新しい発見が・・・
なって活動を始め、先ず境界末端部への杭の打ち
住まいを襲われ、大慌てで飛びでてきたイナゴ
込みから始まった。これがなかなか難しく、昔作
にバッタ・カマキリ・沼蛙等、田圃の住人達との
られた竹の杭が殆ど朽ちて境界がよく分からない。 追いかけっこが始まりました。
樹木番号を調べながら、何とか杭を打ち終えた。
「あ～しんど」
「あ～つかれた」
「でも楽しい！」
「もっとやりたい！」子供達は、もう夢中。
見守る田の神様もニッコリ！！
最後の 1 株に「やった～」の大歓声。
稲刈りの中で、しんどさも喜びも達成感も味わ
ったのかな・・・。みんないい顔している！
大人達の手ほどきを受けながら、稲束作りから稲
架かけへとパワー全開。
切り株の広がる田圃の中を右に左に動く青い帽
子と黄金色に輝く稲の対比が、実に美しく清々し
い。今年もならやまに豊作の神が舞い降りたよう
です。
８月に入り、ロープ張りに掛かったが猛暑に耐
◆ロープ張り

えられず中断した。涼しくなった９月に再開し、
このほど漸く全域の工事を完了した。使用した虎
ロープは１００ｍ巻：２０巻 （２０００ｍ）で
あった。本来の活動の傍らご協力頂いたグループ
の皆様ありがとうございました。
今後の予定は、今年度のコナラの調査（カシナ
ガ被害木、伐倒処理木の状況）
、新規に植樹したコ
ナラの番号付けなどである。
これから先、私達の管理する里山林が、１０年
後、２０年後に素晴らしい自然の森になって行く
事を期待している。

7 回目となったならやまでの稲作体験学習も、
市内でこのような機会に恵まれる小学校は少なく、
後日届く子供達の感想文が楽しみです。
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景観グループレポ

パトロール班レポ

太田和則
◆そば日記
写真は種をまき、凡そ 4 週経過し

桜木晴代

里山の今

パトロール班は、毎月第 1 週の活
動日の昼休みにミーティングを実施。

た蕎麦の花です。真っ白い何とも言えぬ爽やかさ

現状の課題や作業の必要箇所の確認や進捗状況な

が伝わってきます。ピークまではまだまだ沢山の

どを話し合っている。リーダーより、
“ならやまの

花を咲かせましたが、やがてコロコロとした茶褐

四季”の案内作成中との報告その他がある。観察

色の実をつけます。

路の階段の傷んだ支柱や丸木の早急な取り換えの

開花から 6 週間で収穫の日を迎えます。今年は

必要性を全員で確認。プラスチックの支柱の利用

第五地区、南瓜畑、彩の畑、に加え佐保自然の森

が可能との朗報を受け、里山グループの協力を得

にも展開。各エリアで一斉に白い花を咲かせ、た

ながら順次進めていく事となる。

くさんの人たちの目を楽しませてくれました。

山に入ると部分皆伐地区ではチッパー機が大活
躍。多くの人の力により、伐採された大木はすっ
かり整理され、チップの敷き詰められたふかふか
の道が出来上がっている。
枯れ枝を取り除き、観察路を塞ぐ笹などを刈り
ながら進むと、季節を間違えたモチツツジがピン
クの花をつけ、コシアブラの大きな手の平のよう
な葉が早くも黄色に色づき陽に透けて美しい。ヤ
ブラン、ツルアリドオシ、フユイチゴがつぶらな
赤い実を沢山つけて花のない観察路に彩りを添え
ている。会発足当時は鬱蒼と樹木が繁り暗い森で

約７０日という比較的短い時間で収穫されたよ

あったとの先輩の話に、現状までに整備してこら

うですが、土壌作りの耕運から肥料になる５月の

れた方々に敬意と感謝の念でいっぱいになる。先

ひまわり播種、8 月の鋤込み迄を入れると、まる

日のシニア自然大学校の教育実習生は一緒に観察

まる 6 ヶ月を要したことになります。今年は例年

路を歩きながら、
「素晴らしいところですね。沢山

に比べ大変綺麗に発芽し、成育も良く、目標“100

の事が学べるところですね。驚きました。子ども

キロ”と当初から意気込んでいました。天気にも

たちが喜ぶでしょう」と感嘆。

恵まれ乾燥も順調。11 月 26 日の“新そば祭り”

観察路が観察路として活用されるのは年数回の

に向け最後の仕上げです。脱穀、選別（ゴミ）
、乾

行事の時のみ。折角の観察路がもったいないと感

燥、製粉とまだまだ手がかかります。みんなで作

じている。
もっと活用されても良いのではないか。

ったオリジナル“ならやま産蕎麦”
、
“ざる”かな

活動日にわずかな時間でも山に入り、植物や昆虫

“ぶっかけ”かな。
“どっちも旨いぞ”

や鳥の観察をしたり、のんびり木漏れ日の中を歩

さて会報誌に掲載されるころは、皆さんのお腹

いたりしたならば、
“ならやま”のもう一つの魅力

の中です。ニアピンクイズは“何キロ”だったか？

を知ることになるのではないかと常々思っている。

正解は“新そば祭り”11/26 に発表します。ちな

植物や昆虫、鳥などに詳しい会員と歩いたら、よ

みに川井顧問の予想は 1２0 キロでした。

り興味がわき、楽しい自然観察となること間違い

蕎麦の収穫までに総ての会員の皆さんに手助け
頂き、ありがとうございました。
みんなで“ならやま産蕎麦”を育てましょう。

なし。
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ならやま虫だより

ならやま花だより

菊川年明
◆ならやまで見たチョウ
ならやまで昆虫の写真を撮るよう

平岡久美

里山の今

◆イヌタデ（タデ科・イヌタデ属）
100 種はあると言われるタデ科イ

になってから１０年余になり、以来６０種のチョ

ヌタデ属。その中で、どこにでもあり、私が１番

ウを撮影した。アゲハチョウ類９種、タテハチョ

親しみを感じるのはイヌタデである。子どものま

ウ類１5 種、シロチョウ類５種、ジャノメチョウ

まごと遊びに登場することから「あかまんま」と

類 9 種、シジミチョウ類１１種、セセリチョウ類
9 種、その他２種である。スペースが限られてい
るので個別のコメントは次の２種とさせていただ
く。
＊ジャコウアゲハ
このチョウの幼虫の食草はウマノスズクサとい
う有毒の植物である。チョウは幼虫成虫ともにこ
の毒を体内に蓄えるので野鳥に捕食されない。

も呼ばれている。料理に使われるヤナギタデや、
染料に使われるタデアイに比して役に立たないと
いう意味でイヌタデの名が着いたらしい。花を見
ても、同じイヌタデ属の、ハナタデやサクラタデ
のような華やかさはないが、空き地に濃いピンク
色を主張して群生するイヌタデも人を立止まらせ
るだけの魅力は有る。

ウマノスズクサの生育地は限られているので、
このチョウの棲息地も限られる。この草の消滅の
恐れがある近辺のある場所から、保護を兼ねて一
株をならやまの園地に移植し、後日チョウの幼虫
も少し移した。本会がならやまに来て間もない頃
である。以来、草もチョウも定着している。

花 萼が５枚（花弁はない）

＊アサギマダラ

種 色は黒 長さ約 2mm

ほぼ毎年１０月中頃にならやま園地のフジバカ

3 稜形で艶がある痩果

マの花にやって来る。このチョウは本州中部以北

萼に包まれている

の高地などで夏を過ごし、
秋に南西諸島方面へ
「渡
り」をすることで知られている。春から初夏に北

【草

上するチョウがあるが多くはないとのこと。秋に

イヌガラシ イヌタデ オオニシキソウ キツネ

南下するチョウは新たに発生した個体で、ならや
まに現れるのは旅の途中である。
（写真 上：ジャコウアゲハ 下：アサギマダラ）

花】アキノキリンソウ

アキノノゲシ

ノマゴ コオニタビラコ セイタカアワダチソウ
ツリガネニンジン ヒヨドリバナ ヒメツルソバ
ヒレタゴボウ（花と実）ホシアサガオ ミゾソバ
ムラサキカタバミ ワレモコウ
【木の花】コウヤボウキ (蕾）クロモジ ミツマタ
【草の実】 イヌホオズキ イヌコウジュ スズ
メウリ ジュズダマ フユイチゴ ヘビイチゴ
【木の実】イヌツゲ

カマツカ コシアブラ

コバノガマズミ サルトリイバラ シロミノマン
リョウ センリョウ ソヨゴ タカノツメ
ナツハゼ ネジキ ノイバラ ヒサカキ

ムラサ

キシキブ マンリョウ ヤブコウジ
【花 壇】キク コウテイダリア
ハイビスカスローゼル

ノコンギク
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秋のめぐみだ！お芋を掘ろう！
イベント報告
１０月１７日・お天道様はわれらが味方。絶好

稲扱を見て童らのかがやく眼

のイモ掘り日和の中、佐保台小の子供達とその家
族・当会の会員家族、計６４名がスタッフと共に

一株として田植え。以来四ヶ月半が経過し、撓わ

記念撮影。
いよいよイモ掘りだ。早く掘りたい子供達。つ
るを切り、両手に抱えて運び出し、畑をきれいに
片づけて、さあスタート。スタッフが固い土をス
コップでほぐす。子供達は移植ごてでせっせと土
を除ける。穴の中央にお芋が立っている。なかな
か抜けない。お芋は傷だらけ。パックリ切り傷、
あちこち擦り傷。無傷のイモは無。根っこに毛の
生えたような小さなお芋（スタッフ曰く：こんな
ん芋ちゃうでー）も大事に収穫。シートの上にお

に稔った稲穂。今年は、冬場にチップの鋤入れに
始まり、９月半ばまでの水管理、更にはホテイア
オイなどの水田雑草の草取り作業。この除草作業
は、一昔前の田園風景を思い起こさせるように、
正しく中腰での手作業にエコファームチームの皆
さんが悪戦苦闘。それら一連の苦労の甲斐あって
昨年とは比べものにならないほどの出来栄えとな
った。佐保台小５年生が一生懸命に丹精込めて植
え付けてくれた努力に、少しでも報いたいとの皆
さんの心意気の表れでもある。

芋がいっぱい。
つるの長さ比べ・重さ比べ・形比べ。クリオネ・
モグラ・雪ダルマなど、
各班の代表が上手に発表。
それぞれにドングリメダルをもらってニコニコ。
午後はならやま探検。
水辺の観察、
昆虫クイズ、
森の落し物、コシダのピョン、松ぼっくりの玉入
れ、森のかくれんぼ、葉っぱの福笑い、年輪の勉
強…8 つのポイントそれぞれでシールをもらう。
カードのシールを数えて、
「後２つで終わりや。
」
と残念そうに言う子。かわいい顔、おとぼけ顔、
情けない顔等、福笑いの結果には大人が喜び、記

爽秋の１０月２２日、元気っ子が稲刈りにチャ
レンジ。
初めは覚
束ない手
つきであ
ったが、
次第に鎌
音も昂ぶ
り、約一
時間で刈り終える。次に結束、稲架けと手際よく
作業を進めてくれました。稲架けの竿の長さが昨

念撮影。

年の倍近くに・・・。

カナヘ

一週間後の脱穀と籾摺りは、期間の途中に降雨

ビの赤ち

があり、更に一週後に実施。学校行事などの関係

ゃんをポ

で代表の２名が体験することになる。

ケットに

コンバインの威力に目を丸くしながら稲束を運

入れる子。

ぶ。より一層目を見張ったのは、籾摺り機の機能

トカゲを

であった。籾が瞬く間に玄米となってでてくる様

捕まえる
子。カマキリ入りのポリ袋を持ち歩く子。畦を走
り回っている子。…子供達は自然が大好き。
たとえ傷だらけでも、自分たちで掘ったお芋は
おいしいはず。お芋のお土産をもらって、笑顔で

子に、鋭く質問を投げかける。自分の手で一粒の
籾の殻をはがそうとしても、容易にはいかない。
機械の業の凄さに感嘆しきりであった。
７回目となった体験学習も完了。毎日の食事、
そして、食糧事情についても思い巡らせてくれる

解散。
お疲れ様！

一粒の籾から１本の早苗、その早苗を３本ずつ

（宮崎まさ美）

ことを期待したい。

（鈴木末一）
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１０月例研・１泊研修旅行
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この日宿泊したのは
「シルク温泉やまびこ」
で、
地下 1100ｍからの源泉かけ流しの潤いのあるお
湯につかり、地元の食材を使った夕食を堪能し、

竹田城跡に到着したのが 11 時頃。時間的に朝霧
も上がり「天空の城」とはいかなかったが、城跡に立
てば眼下には秋空の下絶景が広がっていた。

夜はみんなで語り合いました。
２日目。バスは幻想的な霧の中を進み、
「コウノ
トリの郷公園」に到着し、豊岡市役所の「コウノ

戦国時代攻守の要地として建てられたこの山城は

トリ共生課」の成田和博さんの案内で、飼育ケー

江戸時代に廃城となり建物は朽ち果てていったが、

ジで飼われているコウノトリを見た後、コウノト

石垣は 400 年を経た今も威容を残していた。

リの生態やコウノトリの絶滅から野生復帰に至っ

女性のガイドの今村さんは、地元の方言も交えな
がらてきぱきと説明していただき、限られた時間の中
でしたが楽しい時間を過ごせました。

た地元の人達の取組みについて話を聴いた。
話のポイントは、田んぼにコウノトリのエサと
なる魚類・両生類などの生き物が常にいる環境を
造りあげ、豊かな生態系の保全と経済的なコメ作
りを両立させていくかということでした。
この生き物と共生する地域社会の取組みが、私
たちの今後のモデルとなることを願い、豊岡を後
にした。
その後、円山川流域を開いた天日槍が祭られて
いる出石神社を訪れた。
午後は、出石の城下町を見学した。芝居小屋の
「永楽館」では桟敷席に座り説明を聞き、回り舞
台などを見学した。その後、出石城跡や桂小五郎

兵庫県最高峰の氷ノ山の近くにある「たじま高
原植物園」は 1997 年に造られ、豊富な湧水に恵

潜伏跡・古い土塀の残る酒蔵などを見学し、帰路
についた。

まれ多くの樹木や草花を見ることが出き、整備さ
れた園内には沢山の秋の草花やコマユミなど色づ
いて実をつけた木々が私たちを迎えてくれた。
ガイドさんは、私たちと友達感覚で会話を交わ
しながら説明してくださったので草花の難しい話
も楽しく聞くことが出来たが、何日か後になって
有元さんから、ガイドさんは有名なガーデンマス
ターの田丸和美さんと聞き、
ビックリポンでした。

今回の旅行は羽尻と寺田・田矢・山本妙が担当
しましたが、全ての見学ポイントがガイド付きで
あり、十分満足頂いたのではないかと思っており
ます。記念写真を撮っていただいた坂東さんと弓
場さん、話をしていただいた川井さん、そして楽
しい 2 日間ご一緒していただいた皆さんありがと
うございました。

（羽尻 嵩）
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１１月 月例研修会
室池園地の観察会
週間天気予報では好天だった予報も観察会が近
付くに連れ怪しくなり、11 月 17 日（火）観察会
当日朝の予報では降水確率 30%／70%。それでも、

瀬戸内オリーブ基金
設立１５周年「記念式典」に参加
てしま

11 月 7 日、香川県土庄町立豊島小学校講堂にて
式典が催され出席してきました。
瀬戸内オリーブ基金からは、二度にわたり植樹

自然教室チームのメンバー7 名以外にも 9 名の方

苗の購入に助成を頂き、ならやま景観整備の緑化

にご参加頂き、総勢 16 名の参加となりました。

事業にご協力を頂いています。豊島は、小豆島の

近鉄生駒駅よりバスで約 15 分、戎公園バス停

西にある大きな島（奈良市の約半分の面積）で、

より生駒縦走歩道(堂尾池ハイキングコース)沿い

3000 人近くの人々が暮らす穏やか豊かな地域で

を片道約 2 時間掛け秋の植物観察を楽しみました。 した。
行きなり目に止まったアカメガシワのインプリ
この島に産業廃棄物が持ち込まれ燃やされ景観
（解説活動）を平岡さんにご披露して頂き、本日

を損ね、重金属汚染、海岸の汚染など、いわゆる

の観察会の口火が切って落とされました。
葉の基部にある花外蜜腺の話では、皆の目もア

[豊島産業廃棄物の不法投棄事件]がありました。
1991 年に事業者は逮捕、有罪が確定し、50 万

カメガシワの葉に集中、
解説にも熱がこもります。

㌧という膨大な不法投棄廃棄物が残されてしまい

クスノキやスイカズラは輝きの有る黒い実を付

てしま

ました。

け、ハキダメギクの花の先には 3 つに裂けた可愛

地域と行政の調停作業が成立し、国と県がその

い花弁が見られます。
赤い実を付けたトキリマメ、

後 500 億円の巨費を使って始末を進めていますが、

葉脈も鮮やかにその名通りのアオミズの葉。

まだ数年かかるようです。不法投棄事件現場周辺

皆さんの興味は全ての植物に向けられ、10ｍそ
こそこを行くのにも牛の歩みとなりました。

の 5000 ㎡荒地を元の里山の状態にする原動力の
一つが「瀬戸内オリーブ基金」です。

インプリ第 2 弾は、後藤さんによるヤブムラサ

このＮＰＯはユニクロが基幹となり、一般人や

キ、ムラサキシキブの比較。続いて佐藤さんには

企業からの寄付などを原資として助成事業を行っ

この時期黄色い花と(昨年結実した)赤い実が同時

ています。

に見ることの出来るシロダモの解説。
筆者も満を持して、準備した落葉、紅葉、黄葉
の仕組みを図解入りで説明させて頂きました。

式典にあたり産廃処分場の現地視察、オリーブ
栽培地収穫体験、豊島住民の産廃処分への戦いの
歴史の解説などがありました。荒廃した山の跡地
にも緑の復活が見られ、海の汚染は改善されつつ
あり、明るい将来が見えてきて、着実な復活が進
んでいました。岡山大学大学院の協力により、現
在周辺部の改善計画策定中です。
オリーブ基金も 15 周年を転機として、今後は
地域の自立のためにオリーブ栽培→オリーブ油の
生産を拡大し、地域の直轄事業として育成すると
の方針を示していました。直轄事業に重点をおき
つつ、他団体への助成も行う二本立てでこれから
進む方針が発表されていました。

振り返れば全部で 50 以上の草本木本を観察、
充実した観察会となりました。 （辻本信一）

（阿部和生）
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自然教室チームだより
H27 年度 校庭の自然観察会の振返り

10 月 自然観察会実施報告
「高山竹林公園からくろんど池へ」

校庭の自然観察会は子供たちに五感を使って
実施日 10 月 27 日（火） 天候 晴れ

自然の不思議や魅力を味わってもらい、自然に

場 所 高山竹林園からくろんど池へ

親しむ気持ちを育てること、そして私たちも一

参加者 13 名(チームメンバー5 名.その他 8 名）

緒になって楽しむことを目的としていますが、

前々日までの雨マークが消えて観察日和と

本年度もその目的は十分に達成できたと思いま

なったこの日、竹林園に着いた皆さんは早速資

す。年間の振返りは以下のとおりです。

料館に入り、陳列された竹細工を興味深そうに

１．実施状況

見入っていました。昔から高山の代表的な産業

自然観察 4 回、昆虫観察 1 回で合計 5 回実施

であった茶筅、茶道具、編み棒などが展示をさ

した。佐保台小の昆虫観察が台風接近のため中

れており、

止となり、全体で前年比参加人数は減少となっ

茶筅作り

た。
（育英は授業、他は放課後子ども教室）

の名人が
作られた

学校

月日

スタ
ッフ

児童

主催
者

合計

竹笛を吹

帯解・自

6/3

6

49

12

67

かせてい

育英

6/6

7

32

4

43

佐保台・自

6/24

10

58

5

73

佐保台・昆

9/9

帯解・昆

9/16

6

40

9

55

月ヶ瀬

10/14

4

19

3

26

ただいた
方もいて、興味は尽きないようでした。
施設の方に、５０種以上有るという竹林を案
内していただきました。茶筅の技術は「一子相
伝」でしたが今は広く公開していることや、公

台風接近で中止

園の「竹あかりイベント」のお話などを交えな

Ｈ27

5回

33

198

33

264

がら、楽しく案内をしていただきました。

Ｈ26

6回

39

207

38

284

△6

△9

△5

△20

近畿自然歩道を歩きながらの観察は、参加者
がそれぞれ知っていることを教え合う形で行い
ました。時々立ち止まって、有志の解説に耳を

増減

△1

（注）自は自然観察、昆は昆虫観察
帯解と佐保台で参加児童が急増した。

傾けながら、路端の秋の植物や、樹木を確認し

２．内容について

ながら、くろんど池へ向かいました。

①今年も知恵を絞って新たなポイントを開拓し

昼食後、ネイチャーゲームと自然あそびを楽
しんだあと、
色づき始めた
カエデや、セ
ンダングサの
群生地をみな
がらゆっくり
歩いて、バス
停に着き、観察会の終了としました。
（平岡久美）

た。コノテガシワ、クチナシ、カヤツリグサ
など子供たちも喜んでいた。
②自然工作はクマのペンダントを中心に進めた。
それぞれ工夫して楽しんでいた。
③昆虫観察はとても人気があるが、今年は天候
が悪く実際に外でできず残念だった。
３．今後について
需要は今後とも見込まれるが、参加スタッフ
の確保の関連もあり、よく検討して対応したい。
（倉田晃）
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鳥シリーズ 12 月
アカアシカツオドリ
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カモメの仲間が眠っている上を飛んでいます。

小田久美子

10 月号で、西ノ島のアオツラカツオドリの話を
しました。
島にはアオアシカツオドリの方が沢山いたので
すが、絶滅が気になるアオツラカツオドリのみの
記事にしました。
その後の報道はありませんが、島の拡大は続い
ていると思われるのでどう変化しているのかが気
掛かりです。
11/1、鳥友から「アカアシカツオドリ」の写真
が届きました。

卵は一個だけ産んで大切につがいで育てます。
成鳥になるのは時間がかかり、繁殖率の低いのを
鳥には珍しい 20 年という長寿で補っています。
先日、NHK の「ダーウイン」を見ていたら、
ここにも仲間の
「ガラパゴスアオアシカツオドリ」
というのが写っていました。
カツオドリは亜種が色々あってややこしく、こ
の仲間の名を続けたら早口言葉に出来そうです。
近くに「アオアシカツオドリ」も写っていて、
滑稽 (失礼) な求愛ダンス ( ペンギンのウォーキ
ングのもっと左右に傾く様子 ) が見られました。

写真は田中洋子さんのものです。
脚の赤いのが少し見えます。
10/31 のお昼前、三重県雲出河河口にイワシの
大群を追って海岸近くまで来たそうで、神出鬼没
のこの一羽のために、カメラマンたちも大群(?)だ
ったようです。
アカアシカツオドリは、インド洋・大西洋・太
平洋・の熱帯・亜熱帯の海域に分布していますが、
日本では目撃数の少ない珍鳥です。
本来は群れを作り集団で生活する鳥ですので、
今回目撃されたのは台風などの影響で仲間とはぐ
れた個体なのでしょうか。

「ガラパゴス」は貴重な固有種が多くいて、写
る被写体が全部スターです。ダーウインの進化論
で有名なガラパゴスといえば、南米大陸から 1000
㌔離れた自然豊かな離島というイメージの島です
が、以外に人間も沢山住んでいるので、生き物た
ちは人が近づいても全然無関心です。
悠久の時間が流れて、一見生き物たちの楽園の
ように見えます。でも、かれらにとって最大の脅
威は、食料資源を奪う漁業と沿岸の開発です。
各地の沿岸が居住地として開発され、この鳥の
好む木々や低木が消滅しています。
こんなところにも、人間が大きな影響を与えて
しまっているのが残念です。

ネイチャーなら・第１６７号（11）

やさしい昆虫講座 43
「何処で冬を越そうか？-１」
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の根もかじりますので農家のおじさんには嫌われ
ます。
土の中は堆肥のような発酵熱が少ないので、
寒くなるとより深く潜って地中のマグマの恩恵を
うけるようにします。

木村 裕
寒くなってきました。虫さんたちは何処で冬を
越すのでしょうか？ 夏にせっせと汗水を流して
働いていたアリさんは地中深くのマンションでく
つろぎ蓄えた食料で一家団欒をおくっていること
でしょう。一方楽器片手に大騒ぎをしていたキリ
ギリスさんは住む家も食料もなく寒さに震えなが
らお亡くなりになりました。しかし心配はいりま
せん。秋末にお母さんは地中に卵をすでに産み落

今、ならやまでコナラの幹から染み出る樹液に

としてその子孫はきちんと残しており、翌年の春

集まっているスズメバチさんのほとんどは寒さが

には子供達がどっさりこと孵ってきます。トノサ

くると死んでしまいます。しかし秋に成長したお

マバッタやオンブバッタも同じように地中に卵を

母さん蜂のみは、木の洞、建物の隙間など、寒い

残します。キリギリスに姿がよく似たクダマキモ

北風を遮ってくれる場所で寒さにじっと耐え、暖

ドキは大工の素養があるようで、木の細い枝を縦

かい春がやってくるまで頑張ります。この生き残

に裂いてその隙間に卵を産みこみます。

ったハチが新しい女王蜂となり、新たな一歩を踏
み出します。
軒下、植木棚の下、込み合った木の枝など雨の
当たりにくい場所で巣作りするアシナガバチ類も
同じようにメスの蜂が生き残って翌年の発生源に
なりますが、越冬している状態はまだ見たことは
ありません。我が家のアシナガバチさんを観察し
ていると、春～夏にかけて巣は日に日に大きくな
りハチの数も増えてきましたが、9 月になると巣
を離れて軒下に集まってきました。数から判断す
ると複数の巣から遣ってきたようで、10 月になる
と何処かへ移動し、姿が見られなくなりました。
行き先は不明でしたが、翌春にはメス蜂が軒下に
新たに小さな巣を作り始めました。最初は１室の
みでしたが、徐々に部屋の数は増え、各巣の奥に
は白い卵が１個ずつ産みこまれていました。

ならやまのカブトムシの子供さんは積み上げら
れた堆肥の山の中、その堆肥の発酵熱を利用した
暖かい部屋で、周りを美味しい食料に囲まれて優
雅な生活をおくっています。同じ仲間のカナブン
さんやコガネムシさんは堆肥の中よりも植物の根
が豊富な土の中が好きなようで、生きている植物
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ゆうか

水谷神社と瑜伽神社
某日。晩秋の風が頬を撫で、気温が高いせいか心

昆布・うるめ・鯖節・鰹節・宗田節など。店の造作

地よい。色葉が散り初めた奈良公園は素晴らしい風

が良い、一枚板の自然木のテ－ブル、壁に飾り皿、

情を演出してくれる。南大門から公会堂を経て吉城

小窓に散る枯紅葉を見ていると南仏プロバンスの

川を辿り水谷橋に出る。

田舎町にいる様な・・・少しオーバーかな。

春日原始林の登り口に鮮やかな朱塗りの殿舎、春
日大社の摂社、水谷神社である。三間社流造り苔

少し下って脇道へ。瀟洒な小料理が並ぶ道に南面

むした檜皮葺の屋根が目に入る。あの大杉は先端部

して朱の鳥居。瑜伽神社が鎮座する。７３の石段
を登り本殿に拝礼。祭祀は宇迦御魂大神、つまり稲
荷大明神のこと。石段脇に天保年間奈良奉行を務め
た藤原良材の歌碑がある。
春は又花にとひこん瑜伽の山
けふのもみぢのかへさ惜しみて

が切断され往時の姿は失せたが、瑞垣を覆うイブキ
（柏槙）の大樹は健在な姿を見せて呉れる。
４月５日の「鎮花祭」が有名だが、なぜ花なのか
説明版には「病気平癒」
「子宝成就」とある。有識
者の著書によれば、
「鎮花」の「花」は本来「端」
で悪疫が流行る夏に入る前に悪疫退散を祈念した
とあり、鎌倉期１２８３年に始まったとされる。
室町から江戸時代に賑わいを見せ１６２３年、群
集が乱闘騒ぎを起こし十人近い死者が出たと言う。
世に「水屋騒動」
（当時水谷を水屋と言う）
、
「水屋
祭」などと記録されている。
当時は若草山、手向山八幡、二月堂の巡礼堂とし
て栄え、現在の祭神は素戔嗚尊・大己貴命・櫛稲田
姫命三柱が祀られている。
『閑話休題』
少し腹が減った。春日大社を横目に「中の禰宜道」
を急ぐ。高畑町に出て私のこだわりの店讃岐うどん
「たつや」で天麩羅付き釜揚げを注文。旨い。中年
のご夫婦が一年半前から開店されており、三重産の
小麦粉１００％、自然海塩、出汁は国産煮干し、

縁起によると、社叢の瑜伽山は花の名所だったら
しい。平城遷都に伴い飛鳥からこの山へ、平城の飛
鳥山と呼ばれ平安期に興福寺の大乗院がこの地に
移された際その鎮守となり、法相宗の教諭に因み
「瑜伽」と改められた。
「宇迦之」
（うかの）が転化
したとも。
本殿からの展望は素晴らしい遥か大和三山が見
え、天気が良ければ多武峰が遠望できると言う。異
邦人が群れる中心部を外れると古都の良さがあら
ためて偲ばれる。古都の秋景に酔った至福のひとと
きであった。

枯紅葉心の襞を潤せり

秀夫
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いねこぎ

鈴木 末一

幽谷のかつら千古の黙示かな

古川 祐司

例研。但馬高山植物園。山野草の宝庫ながら千年の桂の巨樹に

稲扱を見て童らのかがやく眼
自脱穀機が唸りを上げる。佐保台小の学童が歓声を挙げる。都会の

青木 幸子

古川 祐司

注目。千年の命とは・
・
思わずタッチ。私は百年で良いよ。

霧深し丹波の宿の朝湯かな

子には初体験。
「輝く眼」の一点が全てを語る。社会学習の一コマ。
鈴木 末一

Ｂ氏の句と対。おみ足の悪い作者には百薬の湯。

新米の香りほのかに子らの笑み
今年の新米は上々。古代の黒米なれば香りは二千年不変の匂い。

長湯は禁物ですぞ。この名湯で快癒間違い無し。

黒米を友に届ける菊日和

子らの笑みに作者の相好も崩れる。瑞穂の国 バンザ イ-。
八木 順一

今年の出来は最高品質。自信をもって届けましょうか。

背ナを押す古城を辿る紅葉風
例研一泊旅行。天空の城・竹田城。パノラマの壮観に息を呑む。

せわ

「菊日和」の季語の斡旋が季感を表出して抑えが決まる。

のづら

あれこれと忙し寡黙の冬支度

青木 幸子

つづらの道は一苦労。
色づくし山に爽籟の風が吹く、
何の此れしき。
あのう

八木 順一

季節の変わり目主婦は大変。特に女性の衣裳は思案、思案。

穴太衆野面の石に昼の虫

「城は石垣」。野面積は自然石を加工せず積み上げたもの。

西谷 範子

作者は野外活動家。お家でも大童。力仕事ならお手伝いしますョ。

藁塚のいくつ立ちたる日和かな

隙間は小石を埋める。栄枯を悲しむ虫の声、秋ですな～。詠嘆の一句。

坂東 久平

収穫が終わると刈田の風景も風物詩。作者の写生感が溢れる。

秋うらら気取り屋さんのコウノトリ

例研。
穏やかな秋晴れ。
コウノトリの郷見学。
絶滅を免れ人工飼育成功。

川井 秀夫

視点を変えた「
藁塚を三つほど立てひと休み」
も軽句。

牛蒡引く引かれるまいと牛蒡の根

飼育場に「どうわたし綺麗でしょ」ひと懐っこい姿態が優雅。
坂東 久平

先日牛蒡の収穫作業。大の男が悪戦苦闘。完全な本体を掘り

朝霧や足元惑ふシルクの湯

例研。宿はシルク温泉。朝湯に向かえば一寸先は霧・霧・霧。

上げるのは至難の技。来年はもっとか弱い牛蒡を頼みます。

川井 秀夫

露天の湯船はあぶない、危ない。湯船に浸かり名句誕生。
まどろ

野仏に体温のある小春かな

生身でないのに体温があるはずないのに。俳句は実を虚に、

小山喜与男

高取の土佐街道周辺には稲田が広がる。稔の時は今、案山子の用心棒。

虚を実に詠む事もあり、この日の秋晴れに空想のいたずら。

黄金田の案山子微睡む高取路

作者は高取城址まで登られたかな。桜紅葉の中でひと眠り？。
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晩秋の名残に思いを寄せて
癒しの散歩道

谷川萬太郎

鮮やかなりし群青の空に誘われし口笛の音遠くに響きて澄みわたる
肌寒い季節の風に枯葉舞い冷たさが身体を吹き抜けるように横切る
切なに移りゆく時の流れに気がつけば穏やかに染まり来る山里よ
この胸にありし日を辿れば過去に消えた懐かしき景色瞼によみがえる
故郷を想う貴方の心は明るく生きている いつもどこかで きっと
時を刻む北風の足音迫りて忙し冬支度に余念のない野山よ
吹く風に負けた蕾のままで枯れた咲かずの花の儚さ哀れ
母の様な優しさと温もり恋しや吐く息も白く大きな背中丸め
この胸にありし日を偲べば過去に消えた懐かしき花の匂蘇る
故郷を想う貴方の歌が聞こえる いつもどこかで きっと

ならやま茶論

「笑えない藁」
竹本雅昭

黒米もみ助： やあ、よね吉さん、あんたも機械
スリ抜けましたな。うちは数粒残りました
わ。
黒米よね吉： うちは全部スルリでほんまに情け

らせめてもの慰みや。
よね吉： 温かい藁の中で魂を泳がせての日々で
あっても、何度かは仲間の活躍が思い浮か
んできて、
胸がキュンとなって辛いやろな。

ない、だって田植も稲刈も小５年生が頑張

もみ助： けどな、いつまでも思い詰めたら体が

って、そして今日最後の脱穀にも２人手伝

もたんで、時々は詩や俳句を作ってのんび

ってくれたのに。あゝ人々のお役に立てな

りせな。

いのが何としても残念。
もみ助： まあまあそう悲観せずともこの後は畑
仕事で色々お役に立てますがな。
よね吉： いやいやそう簡単には気が納まりまへ
ん。モンクいやムンクの“叫び”やないけ
ど、何度でもこの熱い想いを叫びまっせ。
もみ助： 偉い！あんたはほんまに立派な心掛け
や我々黒米の誇や。しゃあけどもうどない
もでけへん、流れに委すしか、わしはもう
諦めてます。虫や鳥にでも喜んでもろうた

「足形なき刈田の夕景侘しき哉」
（盗作？）なんて自然のリズムに乗って行きまひ
ょ。

～終わり～
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実に 6.10 と突出しており、それだけ危険な仕事だ
と言えます。
従って、
「プロの山仕事」の領域で作業をしてい

＜身の丈に合った山仕事＞
ならやまプロジェクトは、２００９年３月で１
０年の節目を迎えようとしています。ならやま里
山林に関しては、当初から下層木や枯損木を参加
者全員で処理してきた結果、ならやま自然の森と
比較し格段に整備された里山になっています。
然しここ２～３年は、カシナガ被害木の処理の
ためコナラ大径木の除伐に取り組み、更には老齢
化が一因にあるとのことから、１０年単位の時間
をかけて大径木の間伐を進め、世代更新を図ろう
としてきました。その結果として、山仕事もより
専門的になり、参加するメンバーも絞られて限定
的な活動になってきたことは否めません。
大径木の伐採を始めようとした当時の幹事会で
は、我々が何でそのような大径木をリスクを冒し
てまでやる必要があるのか、もし必要であれば奈
良県に処置して貰えばという意見もありました。
確かに当会の設立目的の一つに、奈良県におけ
る自然環境の保全があり、それを我々の手で、ど
のレベルまでやるのかということだと思います。
前述のとおり、当初は手鋸と鋏を使って全員で
取り組む作業が中心でした。その中で大きな枯損
木を伐る必要がある場合に備え、チェンソーを２
台保有し、時に使用していた程度でした。
然し昨年からの林野庁交付金事業への参画、更
に今年から降って湧いたように経団連の支援によ
る３年計画で、１㌶(10,000 ㎡)の皆伐（今年は取
りあえず０．２㌶）を実施することになり、チェ
ンソーも１０台まで増えました。
これらを山仕事という観点から考えてみると、
手鋸・鋏のレベルは、
「里山ボランティア作業」と
言えるでしょう。大径木の伐採などは、より専門
的な知識と技能と安全管理が必要な「森林ボラン
ティア作業」です。更に１㌶の皆伐作業と言えば
最早「プロの山仕事」の領域です。
ちなみに、労働災害発生の頻度を現す度数率を
みると、全産業平均では 1.66 に対し、林業は

くためには、それなりの知識、技能、安全対策、
更には組織全体としての意識、それなりの専門要
員、管理体制が求められます。
翻って、当会の現状を見ると、とても万全とは
言えず、相当充実・改善していかないと覚束ない
と思えます。
皆さんもご存じの「ハインリッヒの法則」は、
一つの重大事故の背後には２９の軽度の事故、更
に３００のヒヤリハットがあると言われています。
また「マーフィーの法則」で、起こる可能性のあ
ることはいつか実際に起こるとも言っています。
奈良県内でも、数年前ですがボランティア活動
中に死亡事故が発生した事例があります。
当会においても、２０１１年６月にＡ地区で竹
の伐採中に、倒れた伐採竹が通行中のバスに衝突
した事故がありました。幸い人身事故には至りま
せんでしたが危うい状況でした。
当時、私も現場で作業をしていましたが、まず
狭いエリアに大勢が集まり過ぎ、上下にも展開、
道路際に拘わらず個別にロープも掛けず伐倒する
など安全作業の原則から外れた活動状態で、つい
に誰かが伐った一本がならやま通りへ飛び出し事
故に至ったものです。
万全な準備をして臨んでも事故は起こることも
ある中で、このような対応では起こるべくして起
こったといえないでもありません。
今後当会として、このならやま里山林をどう位
置づけ、どのような施業をしていくかについて、
今一度原点に立ち返って再検討し、感動とゆとり
のある、我々の身の丈にあった活動にしていく必
要があるのではないかと思う「里山の今」です。
（杉山耕二）
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ならやまプロジェクト
明るく・楽しく・無理せず・諦めず

活 動 予 定 日
12
月

３（木） １０（木） １７（木）
２４（木）

１
月

７（木） １４（木） ２１（木）

① ＪＲ平城山駅下車：東口から南へ徒歩 10 分
② 近鉄奈良駅：バス１３番乗り場 115 系統
８：２８発、高の原行き

（平日）

③ 近鉄高の原駅：バス１番乗り場 115 系統
８：３６発 ＪＲ奈良駅西口行き（平日）
②③とも「佐保台西口」又は「平城大橋」下車
徒歩７分

２８（木）

◆ 場所：奈良市佐紀町、奈良阪町、法蓮町、法華
寺町にまたがる約 20 ㏊の里山林地（県有林）

◆ 携行品など：弁当、飲み物、
軍手（作業用具は現地で用意）
◆ 環境保護のため、お椀、箸、

◆ 集

合：現地ベースキャンプ地・午前９時

◆ 終了予定：午後３時

里 山 Gr
12/3 一斉山の日（部分皆伐地の整理）

コップなどは各自ご持参下さい。
◆ 連絡先：八木 順一

景 観 Gr
12/3 一斉山の日（部分皆伐地の整理）

林野庁関連作業

彩の森竹林整備、BC 駐車場周辺草刈り

椎茸榾木用コナラ伐採、葉枯し

植樹樹木調査など
ドイツアヤメ草取り、山野草園整備

10 竹伐採（ビオトープ、花壇、トイレ周り補修用）

皆伐地域の丸太確保

林野庁関連作業
（カシナガ被害木を中心に整理伐）
（薪関連作業＝玉伐り・運搬、薪割り、薪棚）

17 林野庁関連作業
（カシナガ被害木を中心に整理伐）
（薪関連作業＝玉伐り・運搬、薪割り、薪棚）

24 迎春準備
倉庫整理、機器の整備・点検

10 彩の森竹林整備、第 2 第 3 駐車場草刈り
切出し竹運び、ならやま池生物調査
ミョウガ移植、山野草園整備
観察路の丸太階段改修

17 ならやま一斉清掃、彩の森竹林整備
タナゴ池生物調査〔協力員募集〕
スイトピー移植、花生姜植え替え
パトロール備品整備（地図、腕章、看板）

24 BC 周辺の清掃、備品の清掃
エコファーム Gr
12/3 一斉山の日（部分皆伐地の整理）、
冬野菜など収穫 チップ入れ

10 里芋 大根などの収穫
17 チップ入れ 冬野菜の収穫
24 迎春準備 里芋、葉ぼたん、冬野菜など収穫

ならやま池生物調査など
霜囲い、冬準備
パトロール棚の整頓清掃
（テント内に棚２段）
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行事案内 part１
１２月例研 忘年ハイキング

静かな「一休寺」～「甘南備山」
今年の忘年ハイキングは、京田辺市の名刹「一

★ 忘年会のご案内
今年も残すところあとわずかと
なりました。昨年同様、下記要領にて、盛大に忘
年会を開催致します。会員の皆様が一堂に会し、
思い思いにご歓談いただける数少ない機会です。
皆様お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

休寺」をゆっくり訪ね、近くのハイキングコース
として親しまれている
「甘南備山」
を一周します。

1. 日 時：１２月８日（火）17:00～20:00

近鉄「新田辺駅」前からスタートです。

2. 場 所：奈良ロイヤルホテル

「一休寺」は、正しくは「酬恩庵一休寺」とい
い、とんちで有名な一休禅師が晩年を過ごした臨

奈良市法華寺町 254-1 (0742-34-1131)
(添付のアクセスマップをご参照ください。)

済宗の禅寺です。方丈や庫裏、唐門、東司、鐘楼、

3. 会 費：4,000 円

浴室はいずれも重要文化財で、広い境内はよく整

4. 申 込：１２月２日（水）までにお願いします。

備され、静かで気持ちの良いお寺です。

青木幸子

「甘南備山」は、標高 221ｍの丘に近い神の御
座所とされる笠形の山です。神南備神社の境内が
山頂です。山全体は、樹林が深く大変静かな雰囲

辻本信一
5. 交 通：JR 奈良駅、近鉄奈良駅より
ホテル専用のシャトルバスをご利用ください。

気が漂っています。近くの展望台からは、大パノ

・近鉄奈良駅 (関西アーバン銀行前)16:10 発

ラマが楽しめます。

・JR 奈良駅 (東出口一般車両乗降場)16:20 発

いずれも静かで気持ちよく、年末に行くのにふ
さわしいコースです。
「近鉄新田辺駅」から「近鉄奈良駅」まで、直行
急行で２３分。
「近鉄奈良駅」
前に待機している
「奈
良ロイヤルホテル」のシャトルバスで、忘年会場
へ直行します。忘年会と併せ多くの方々のご参加
をお待ちしています。もちろんハイキングのみの
ご参加も大歓迎です。
1.日 程：１２月８日(火)
2.集 合：近鉄京都線「新田辺駅」改札口
9：30（１１月号予告１０：００を変更）
3.ルート：近鉄新田辺駅前―JR 京田辺駅前―
棚倉孫神社― 一休寺－登山口―
展望台－甘南備山―取付口―登山口
4.交 通：
・近鉄西大寺 9：08－京都線急行―9：24 新田辺駅
・近鉄新田辺駅 15：14－京都線奈良行急行－15：37
近鉄奈良駅 （シャトルバス 駅前 16：10 発）

5.担 当：山中、八木、寺田

多数の会員の皆様のご参加をお待ちしており
ます。
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行事案内 part２
◆ ならやま名物・芋煮会
大根焚きのご案内！！

歴文クラブ１２月度研修会

秋篠・押熊の古社寺探訪と座学
本年最後の研修会をご案内致します。地元の古
社寺と遺跡を探訪し、座学を予定しております。
「燈台もと暗し」身近な街並みに新しい発見が

日 時：１２月１０日（木）１２時～
＊雨天時：12 月 17（木）

あります。皆さんのご参加をお待ちいたします。
会員以外の方も歓迎致します。

場 所：ならやまベー スキャンプ

記

会 費：無料（アルコール類なし）

１ 日 時 １２月１５日（火）雨天決行

持ち物：お椀・コップ・箸など

２ 場 所 押熊・中山・秋篠町 歴史探訪
３ 集 合 近鉄 大和西大寺駅北改札口
ＡＭ ９：２０分厳守
（バス９：２９分発・押熊行き）
４ 座学会場 おしくま公民館
５ 会 費 なし
６ 準 備 弁当自由
（会場近く食事処有り）
軽装・防寒具・雨具など。
７ スケジュ－ル

今年も感謝祭として芋煮会を盛大に行いま

１０：００～１２：３０分

す。ならやまで収穫した有機栽培で育てた野

（おしくま公民館）

菜（里芋・大根・人参・牛蒡・葱・椎茸）を

講話（イ）吉川 利文 氏

使った芋煮と佐保台小学校 5 年生と会員の皆

「私の履歴書」ジャ－ナリストから僧籍へ

さんが丹精込めて作った黒

（ロ）岩本 次郎 氏

米入りのおにぎりを味わっ

「天然痘の歴史検証」

てください。

（ハ）中井

エコファームグループが春から秋にかけて

弘 氏

「南京事件」南京大虐殺の真相を求めて

心を込めて管理した里芋をご賞味いただき、

１２：３０～１３：００ 昼食タイム

またじっくり炊き上げられた大根焚きを味わ

１３：３０～会館出発

ってください。

押熊八幡神社～押熊皇子・篭坂皇子双墓～

会員の皆様のご参加をおまちしています。

常光寺（住職法話）～中山八幡神社～

問い合わせ：エコファーム 萱野 勉

秋篠寺～大和西大寺駅 解散 ４：３０分
８

その他 希望者は反省会にご出席下さい。
世話人 永井 幸次
古川 祐司

（緊急連絡）

川井 秀夫

Dec. 2015

ネイチャーなら・第１６７号（１９）

行事案内 part３
★「新春講演会」のお知らせ
来春１月の「新春講演会」には、マツタケ研究

歴文クラブ１月の行事（予告）

「大神神社初詣と三輪山登拝」
歴文クラブ１月の研修会は、大神神社の初詣と
三輪山の磐座（いわくら）の登拝を行います。

と育成の第一人者吉村文彦先生をお迎えします。

「倭なす大物主」と言われる三輪山の神は、古

吉村先生は、古来より日本人に広く愛されてい

代、天皇みずからが祀り、三輪山そのものがご神

るマツタケを復活させることは、日本の里山の再

体とされて一帯は長く禁足地となっていました。

生と人間復活にもつながるとのお考えから、永年

登拝に当たっては大神神社の許可をいただき、

研究に励んでおられます

狭井神社でお祓いをして入山します。山中には、

京都市郊外

大物主神の依代の奥津磐座、大国主命の中津磐座

の岩倉に、ボ

があり、古代の磐座信仰の雰囲気を体感してみた

ランテイア G

いと思います。三輪山は標高４６７ｍ、登下山は

「まつたけ山

約３時間の行程ですが、険阻な個所もありますの

復活させ隊」

で、今回は有志のみの参加といたします。

を自ら立ち上
げて、実践の

≪実施要領≫

場でも活躍されておられる先生です。
―新春講演会概容―

・１月１２日（火）ＪＲ三輪駅９：１０集合
・コース：大神神社⇒狭井神社⇒登下山⇒

◆ 実施日：平成２８年１月２３日(土)13：30～
◆ 講 師：京都大学農学博士 吉村文彦先生
1940 年生まれ 微生物生態学者

久延彦神社・若宮社⇒福神堂
・担当世話人：中井弘、弓場厚次
・照会先：歴文事務局 古川祐司

◆ 演 題：
「里山は重要な生態系」
－“万葉の里”にマツタケの夢を見るー
◆ 会 場：
「はぐくみセンター」
（奈良市保健所・教育総合センター）
◆ ※詳細は１月号でご案内いたします。
（寺田 孝）

★ 新 春 初 出 式
日 時：1 月 7 日（木）
午前９時～新年挨拶

★ 迎 春 準 備

１０時～餅つき
正午～新春初出式 など

日 時：１２月２４日（木）午前９時

竹製の超ミニお猪口で

場 所：ならやまベースキャンプ

型通りの乾杯をします。

２４日は、今年最後のならやまの活動日です。
午前中を迎春準備の時間とさせて頂きます。
今年一年の締めくくりとして、片付けと、新年
に向かっての準備をお願い致します。

白米と黒米の 2 色お餅を臼と杵で搗き、
きな粉を塗したお餅をご賞味ください。
今年は七草粥の日と重なります。ならやまで
採れた春の七草で七草粥もご賞味頂きます。
お節料理、お屠蘇で疲れ気味の胃を春の
七草粥で癒して下さい。

ネイチャーなら・第１６７号（２０）

平成 27 年・11 月度幹事会報告
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⑥パト:丸太階段の修理必要
3.月例研修会

日時：平成 27 年 11 月 4 日（水）17:00～19:30

一泊研修会は 26 名の参加だったが、
好評だった。

場所：奈良市中部公民館

12 月例会は、京田辺に忘年ハイク実施、その後、

出席者：幹事 20 名、顧問 1 名（欠席 1 名）

奈良ロイヤルホテルにて忘年会実施予定

議事：
Ⅰ．会長挨拶
1.環境教育及び環境保全の促進に関わる協定書
締結について
2.日本 NPO センターとの業務委託締結について
3.古都保存のあり方検討小委員会開催について

4.来年度月例研修会年間計画について
会員より数件案が出ている。
２回程度会議予定。
5.新春講演会会場について
1 月 23 日(土)12:00～16:30
はぐくみセンターに会場を確保。
6.自然教室

全体会議が 11 月 27 日に開催され、当日は

10 月 14 日(水)の月ヶ瀬小放課後子供教室の

午後 3 時 30 分より第 5 地区の視察受入予定。

報告と 11 月 17 日(火)実施予定の室池園地の

Ⅱ．会計・事務局より
1.会員動向並びに報告事項

自然観察会の紹介があった。
7.歴文研修

①10 月末会員数 150 名にて前回と変わらず。

11 月 24 日(火)の紅葉の永源寺方面研修と

②イベントキャップ納品は来年初め

12 月 15 日(火)の座学と周辺研修について紹介。

③備品管理 木村副会長を中心に進めている。
④刈払機講習雨で中止、来年は 5，6 月頃実施予定
⑤国交省アンケート結果について
⑥来期計画 各 G 長中心に策定。GG イベントにつ
いてはシイタケイベントを 2 月 27 日に実施。
他は 7 月、8 月実施予定。
2.会計報告

8.「景観サポーター受け入れ」と「芋ほりイベン
ト」実施報告：予定通り実施。好評であった。
9.「蕎麦祭り」について
11 月 26 日(木)の活動日に開催することを確認。
10.佐保台小 5 年生体験学習（稲刈り、脱穀）実施
報告。脱穀は 11 月 5 日(木)実施予定。
11.経団連皆伐作業進捗状況

10 月度収支報告了承されるが、来年度からは

9 月 16 日より 4 回に渡り実施、0.2ha 延べ人数

予算欄を更に細分化し分かりやすくして貰いた

47 名の作業となった。

いとの要望が出された。
Ⅲ.活動・行事関係の関連課題・懸案・確認事項
1. 3 ケ月スケジュール、当月スケジュールの検討
確認と変更有無の確認。
①会報原稿の締め切りを毎月 20 日にすることで
決定。
②花壇の垣根及びトイレの目隠しの作業について

12.その他
防火委員会開催提案があった。
Ⅳ.広報関係
1.ネイチャーなら 12 月号編集内容:了解された。
2.会報誌、ＨＰアンケートについて
回収率５０パーセント以上を目指す。
Ⅴ.周年行事（事業）関係

担当者と相談の上進める。

これまで４回企画会議開催。今年中に最終意見

2.ならやまプロジェクト関係

を集約し今後立ち上げ予定の作業部会におろす

①八木委員長:全体通しての報告があった。

予定。

②里山Ｇ:椎茸ホダギ用コナラ２０本伐採予定

Ⅵ.その他

③エコＧ:ＥＭ菌用の米ぬか必要

1.テント、ロッカーの施錠関係について

④景観Ｇ:5 日はソバの刈り取り、脱穀、12 日は

2.次回幹事会は、12 月 1 日(火)午後 5 時、

林野庁作業予定
⑤ビオ:どじょう池の杭が必要

中部公民館４Ｆ第 2 講座室にて開催。
以上
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◇ 申し合わせ ◇

仲間入りしました

※ ならやまでのプロジェクト活動やイベント
は、前日午後７時前のＮＨＫＴＶ天気予報で

１０月に入会しました奈良市佐保台２丁目在住
の三瀬英信（みせひでのぶ）と申します。

奈良県北部の降水確率が午前６０％以上の
場合は、中止になります。

私はいつも当会ベースキャンプの前をウォーキ

※ 通常活動日【木曜日】が、雨天等により

ンでしていまして「奈良・人と自然の会」は存じ

中止になった場合、翌日【金曜日】を臨時

ていましたが、活動の主旨などは知りませんでし

活動日とします。

た。入会のきっかけは同じ町内の塩本様のお誘い
で当会の活動主旨を知り参加することにしました。

◆ 南アフリカのボツワナで史上第

今年２月、長年の企業人間に一区切りを付け、

2 位のダイヤモンド原石が見つかっ

佐保台地区の社会福祉協議会を通して社会貢献す

た。テニスボールほどの大きさで、

ることをライフワークにしていくことにしました。

サイズは 65mm x 56mm x 40mm、

その一つとして時間と折り合いを付け、当会の
活動に積極的参加したいと思っています。自然と

1,111 カラットもあり、価値は数千万ドル（数十
億円）にも達する可能性がある。

親しみ、皆様との交流を楽しみながら意義ある活

これまでに発見された中で最大のダイヤモンド

動をしたいと考えています。よろしくお願い致し

は、1905 年に南アフリカで見つかった 3,106 カラ

ます。

ットの「カリナン」という原石で、英国王室の宝

（三瀬英信）

飾品に埋め込まれている。
【問】平城宮跡保存の歴史に

ＩＳによるテロや各国で起こっている紛争など、

ついて、次の各問にお答えく

今年の年末は面白くないことが多い中で、一般庶

ださい

民給料の何百年分ものダイヤが見つかるというニ

（１）次の三つの年代には、

ュースは、浮き世離れして面白いではありません

保存の歴史上、重要な
できごとがありました。
それぞれについて、どのよう
なできごとがありましたか。
① １８５２年

（２）１９６７年に遺跡が発見されて後、
１９９５年から１９９８年にかけて
復原が行われたのは何でしょうか。
【締切】１２月６日（日）
【応募方法】メール orFAX（0742-33-4853）
【１１月号答え】
【問１】率川神社
【問２】浄教寺

本年最終号をお届けしますが、皆様良いお年を
お迎え下さい。
（行々子）

② １９５２年

③ １９９８年

【景品】旬菜 etc

か。
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