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  会長 鈴木 末一

あけましておめでとうございます 

皆さま方におかれましては、輝かしい新春をお

迎えいただいたこととお喜び申し上げます。

昨年は新たなステージへの第一歩を踏み出した

年でありました。スタートに当たり、緑化推進運

動功労者内閣総理大臣表彰という、この上ない栄

に浴することができました。会の理念にもありま

すとおり、地域社会の一員として多面的な活動を

積み重ねてきました。その実績について、広く認

知していただけたものと思い、喜びの大きさとと

もに責任の重大さを再認識しています。

さて、中長期の展望を確立するに当たり、思い

を新たにしています。「歴史的風土と自然環境に恵

まれた里山を次世代へ」、つまり、11 年間の里山

整備活動の「復旧と保護」から「現代に必要とさ

れる里山創生」へと展開していかなければなりま

せん。

そこで、大切なことは、いうまでもなく「初心

忘るべからず」でしょう。牧野富太郎博士が「人

間はもともと自然の一員なのですから、自然に溶

け込んでこそ、はじめて生きている喜びを感ずる

ことができるのだと思います」と言われています。

この簡要にして深遠な言葉に思いを馳せておりま

す。

青少年だけではなく、老若男女を問わず、全て

の人々が、まず自然に親しみ、自然の中に飛び込

み、目に映じ、耳に聞こえ、肌に感ずるものを素

直に観察して、そのような体験から多くのものを

学び取ってもらえるようなエリアでありたいもの

です。親子間に限らずに共有体験のできるステー

ジを提供することができればと思います。対象と

なる人たちが、どのような構成メンバーであるの

かによって、多種多様な体験パターンが考えられ

るのではないでしょうか。今日まで培ってきたも

のに拘らない、柔軟な新しい発想が求められてい

ると思います。

150 名の会員の皆様方、それぞれに個性とニー

ズをお持ちです。個性の数だけの夢実現を目指

したいと思います。それには良識ある個性と人間

力が根底になければなりません。当会は鍋の蓋が

リーダー、中味は従事者という鍋蓋社会ではあり

ません。会員の皆さま方お一人お一人が主役でな

ければなりません。どうか意のあるところをご理

解ください。「子孫から借りている自然」をより良

い環境でバトンタッチできるよう、素晴らしい発

想力を大いに発揮していただきますよう、大いに

期待しています。

昨年一年間で色々な場面で意見交換し、少しず

つアウトラインが見えるようになってきました。

できるだけ早期に、ならやまユートピアについて

基本構想が仕上がりますように、積極的なご提言

をいただきますようお願いいたします。

さて、大役を仰せつかり 1 年半が経過しました。

その間、できる限りにおいて、情報の共有、分業

協業、同意形成などに常に留意してきたつもりで

あります。しかし、至らぬ点もまだまだあろうか

と思っています。振り返ってみますと色々な課題

が垣間見られます。遠慮なく、ご意見をお聞かせ

ください。

一昨年来、ボランティア活動に勤しんでおられ

る多くの方々との出会いがありました。お話をし

ながら印象深かったことは、やはり人材、そして

何よりも「志し」であります。お出会いしました

方々に、本会の概要を説明しましたところ、お世

辞半分としましても、感嘆のお声をいただき、深

く印象づけることができたかと思っています。

本年、新しい試みに取り組むに際し、先ず考え

たことは、協働作業について運営の妙を発揮でき

る方法がないものか。次に、ボランティア活動の

継続には、やはり少なからず資金が必要です。最

小限の助成金確保のために、グループリーダーを

コアメンバーとして取り組みを始めていただきま

したが、会の運営体制の中で確立させなければと

考えています。

どうか本年もよろしくお願いいたします。
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Monthly Repo.  ならやま   

 八木 順一

11 月 23 日(木）  活動  晴れ 58 名＋1 名 
 暖かい日になるが、参加者が少ない。打ち合わ

せでは療養中の会員の病状や企画会議開催の件、

その他黒米収量あてクイズの結果などに加えて、

来週の新そば祭りの連絡も行われる。シニア生 1 
名来訪。里山 G はコナラの伐倒や花壇の作製を、

エコ G はビニールハウスの撤去や野菜類の収穫、

そして景観 G は竹林の伐採準備を行う。またビオ

班は水生生物調査とレンコン畑・池の整備、花班

は花壇の整備を中心に、そしてパト G は 1 コース

巡回と階段修繕用の竹杭つくりに取り組む。加え

て果樹はブルーベリーの植え付けを行う。来年は

更に多くの収穫を期待したい。

11 月 30 日(木）活動  曇り 78 名＋3 名 
8 回目の新蕎麦祭りも無事に終了。計 81 名の参

加者を見る。祭りではかけ蕎麦や蕎麦雑炊は勿論

のことネ

ギ焼きに

加え、か

き揚げな

ども供さ

れ、参加

者腹いっ

ぱい堪能

する。また、昼食後には蕎麦の収量あてクイズの

発表もあった。シニア生 1 名、蕎麦打ち講師 1 名、

そして近大生 1 名来訪。里山 G はミニ門松の準備

のほか杉材の皮むき、エコ G は里芋掘りのほか野

菜の収穫、そして景観 G は竹の枝の整理を行う。

また、ビオ班は池やレンコン畑の整理、花班は祭

りのお手伝い、そして、パト G は 2 コースの巡回

のほか階段整理の準備に取り組む。

12 月 7 日(木） 活動  晴れ 73 名＋9 名 

芋煮会のため忙しい。協働作業も予定され、サ

イトはてんてこ舞い。昼食ではおにぎりや芋煮、

そしててんぷらなどが供され、全員至福の時を過

ごす。昼食後には桜島大根の重量あてクイズの表

彰が行われる。協働作業はいつものように松の下

草搔き。多くの参加者が協力し、作業も順調に進

んだ。奈良市の職員 1 名、近大関係 5 名、そして

シニア生

3 名来訪。

里山Gは

実りの森

伐倒木処

理と薪材

運搬など、

エコGは

芋煮会準備と野菜収穫、そして景観 G は竹の枝の

処理を行う。また、ビオ班は池の水抜きと水生生

物調査を中心に、花班はチューリップやビオラの

移植、そしてパトGは階段補修に加えて 3 コース

のパトに向かう。その他ミーティングを行ったグ

ループもあった。

12 月 14 日(木）  活動  晴れ 68 名＋6 名 
奈良テレビの取材が行われる。ラジオ体操から

昼食後ま

で各グル

ープや会

の日常の

活動など

が撮影・

取材され

たようだ。

この映像は 26 日に放映される。当会の活動がい

よいよ広く外部に認識されてきた証左だ。里山 G
は枯死木の伐倒や薪割り、エコ G は野菜の収穫の

ほかにぼかし肥料作り、そして景観 G は彩の森の

竹林整備を行う。そのほかビオ班はレンコン畑整

備と水生生物調査、花班は葉ボタンなどの草取り、

そしてパトGは観察路階段の補修と2コースを回

る。シニア生 2 名来訪。 
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里山グループ     

  村上 雄之

  ◆ナラ枯れは終焉 

 一昨年に引き続き昨年も生駒山系は中腹から

稜線にかけてナラ枯れが多発し、恰も真夏の 

「紅葉」を思わせる被害でどんどん南下している

ようです。しかし昨夏のここならやま林は、ごく

僅かにナラ枯れが見受けられたものの、ようやく

終焉したものと思われる。 

 被害にあった多数のコナラは立ち枯れとなり、 

小枝は自然落下し危険極まりない状態となってし

まい、里山林の方は、里山グループの皆さんの奮

闘により、伐倒作業はごく一部を残してほとんど

終了。また、自然林の方は安全確保のため、観察

路沿いのナラ枯れ木の伐倒はしたものの、林の奥

の立ち枯れは、そのまま放置しているが、枝の先

端は落下し、残った太い枝と幹は恰も砂漠の巨大

なサボテンのごとく立ちはだかっているように見

える。この大きな立ち枯れ木も 2～3 年もすると

倒木となり、その後はどのような自然林となるの

か興味深く思える。 

さてナラ枯れの伐倒処理が終了した跡地には陽

光が降り注ぎ、ササや雑草や雑木が我先にと背伸

びを始めており、そのうち生き残りをかけて弱肉

強食の戦いが始まるのだろう。 

 ところで今、里山林に不足しているのは、小鳥

や昆虫などの小動物が多く集まる樹木が少なく、

里山グループも

部内の話し合い

で、将来的には

そのような樹木

を増やしていく

提案があり、現

在有志の方々が

さまざまのドングリ、ミツバツツジ、ヤブツバキ

の育苗を始めています。 

 ナラ枯れの始まった数年前はならやま林の将来

はどうなるのかと危惧していましたが、現在少し

明るくなった里山林のナラ枯れ跡地を有効利用し

ていきたいものです。 

エコファームグループ

吉川 利文 

◆案山子ふるえて風吹きぬける

風天（＝渥美清） 

ならやまの案山子も、黒米が刈り取られ、稲穂

の波が消えてもしばらく立ちんぼのまま、日ごと

に冷たくなる風に吹きっさらしだった。12 月初

めにようやく撤去されると、水田の周りは急に寂

しくなり、すっかり冬景色に変わった。

代わってならやまを賑わす“寵児”となったの

が、大根。秋の終わりの追肥が効いたか、木枯ら

しが吹こうが緑の葉をりんと伸ばし、首を地上に

ぐいと出した。今年も豊作の兆しだ。来る日も来

る日も大根の取り入れ。ならやまから自宅に持ち

帰る“土産”も、大根につぐ大根で、わが家の食

卓はここしばらく“大根攻め”が続きそうだ。

秋・冬の最もポピュラーな野菜だが、その歴史

は古く、エジプトでは、紀元前 2700～前 2200
年ころ、ピラミッド建造の労働者の食事に大根が

出された記録があるそうな。わが国には、弥生時

代に伝わり、「古事記」にも記載され、古くから

「スズシロ」の名で親しまれてきた。

わが国は世界で最も多品種に分化させたという

が、今年のならやまでは、「ＹＲくらま」と「青

首」という品種が主流。仲間から聞いた奥さんの

感想は、ＹＲはとても柔らかくて煮物にいいが、

青首は肉質がやや硬く、おろしや酢の物などにも

向いていて用途が広い、とか。いずれにしろ、い

かように調理してもおいしい。そんなありがたい

野菜を、ともすれば我々は軽んじがちである。比

喩にしても、やれ「大根役者」「大根足」なんて。

 何と言われようと、冬枯れのならやまを、青々

と広げた葉っぱで辛うじて彩ってくれるのは大根

である。やがて春が来ると、勢いよく芽吹く周り

の草木に埋もれ、気の毒にも目立たなくなってし

まうだろうが…。

それにしても、この冬は訪れが早く、寒い。

立小便する気も失せる冬木立

風天  
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景観グループ 

  羽尻 嵩        

◆ビオ池便り 

★タナゴ池･･･ 12 月７日、近大の北川先生と学

生４名がこの池の生物調査に来られた。調査結果

は昨年と比較すると次のようになった。

〔ニッポンバラタナゴ〕 21 匹⇒ 360 匹以上

〔タガイ〕４月に７個入れたが２個死滅し、８

月初めに６個追加するが１個死滅し、結果 10 個

で、貝の幼生の増加は見られなかった。

〔シマヒレヨシノボリ〕113 匹⇒ 360 匹以上。 

★タガイ池･･･ 管理のためプランターに入れて

いたタガイの増殖がうまくいってないので、新し

くタガイ増殖のための池を造った。

この池の中でタガイが自由に移動し、そこにヨ

シノボリが入ってくれば、生まれたタガイの幼生

がヨシノボリの鰓などに寄生して増えていくとい

う想定だ。

鳥シリーズ

   小田 久美子

◆お正月はやっぱりお目出度い「丹頂」 
絶滅したと思われた「丹頂」が、大正 13 年に

十数羽発見され、1952 年、国の特別天然記念物

に指定・保護されて来ました。やっと 2000 羽程

に回復したという事は大変

嬉しいことですが、一方、

殺されないことも分かって

いますし、人間たちから喜

ばれる存在だということが

世代間で認識されてきたの

でしょうか。数が増えると

人間との軋轢が問題になってきます。湿原では小

さな魚など動物も食べますが、牧場に来れば、牛

さんのための干し草もあるというのを学習した個

体が、どんどん人間界に入って来るようになりま

した。時には穏やかな表情の牛さんの鼻を突いた

りしています。鳥インフルエンザの感染も心配で

す。こういうことが余り度重なると、牧場主さん

たちはだんだん丹頂を憎らしく思うようになるで

しょう。丹頂さんもそこを学習して欲しいです。

昨年、奈良にも「コウノトリ」がたくさんやっ

て来て、今は珍しくてウエルカムですが、数が増

え、例えば養殖している魚を獲り出したらどうで

しょう。「鵜」も一時は絶滅に近い存在でした

が、今は余りに増え過ぎたのと、魚の被害と糞

害で、行く先々で追い出される存在に落ちぶれ

てしまいました。野生動物と人間様との軋轢は世

界中で起きていて、野生動物たちは棲み難くなって

います。昨年末からラニーニャ現象が予想され、

荒れ模様の戌年は、どんな年になるのでしょう。

光格天皇以来の、今上天皇の生前退位が決まりま

した。【皇后さまの「道」と題しての歌、「かの時

に 我がとらざりし 分
わ か

去
さ

れの 片への道は いづ

こ行きけむ」】皆さんも、あの道を選んでいたら

どんな人生だったかと思うことも多々あるかと

思いますが、美智子さまの人生を思う時この歌に

深い感銘を受けます。私たちも残りの人生を誠実

に歩き続けたいものです。
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               千載 輝重 
私は奈良生まれの奈良育ち。そんなに仕事人間

ではなかったと思うのに、改めて奈良で暮らす楽

しみを探り始めると何も知らなかったことに愕然

とする。人は興味がないと身近な大切なものも見

えないのだ。 
 私の生れたところは、奈良市中辻町。平城京

（外京）の端にあり、いわゆる「京終」にも近い。 
古い昔、大和平野を南北に走る主要道であった三

つの道、上ツ道、中ツ道、下ツ道のうちの上ツ道、

後の上街道（猿沢池に入り口がある）が通ってい

る。いわゆる江戸時代ににぎわっていた「お伊勢

参り」の道筋で、南に行くと奈良の出入り口の名

残として道の両脇にあった２基の石灯籠（おかげ

灯籠）が残っている。奈良は江戸時代に堺に抜か

れるまでは、奈良晒をはじめ酒・墨・筆・甲冑・

刀・団扇などの特産品に富み、なかなかの産業都

市だったらしい。昭和の中頃には私の本家を含め

て商家の大店らしい家並みが残っていたが、今は

マンションもできてその名残はほとんどない。紀

州への道筋にもつながるからか、実家の隣には大

きな門構えの旧紀州屋敷もあった。この屋敷は明

治時代に「中辻小学校」として利用されていたが、

その後小学校はならまち（陰陽町）に移って済美

尋常小学校となり、昭和に現在の西木辻町に移り、

私の母校「済美小学校」となった。 
旧紀州屋敷門前や近くの天理教会の境内は、ベ

ッタン、瓦蹴り、陣取りゲーム、三角ベースなど

など、餓鬼どもの遊び場になっていた。木辻町の

坂道を元は華やかな遊郭街だったとも知らずに通

学していた善良な（？）小学生だった。 
 中学高校時代は、東大寺に大変お世話になった。

中学での野球部の練習は、東大寺の東塔跡や西塔

跡、高校でのハンドボール部の練習は、戒壇院裏

や二月堂近くの現在の東大寺関係者駐車場。基礎

トレでは若草山周辺や二月堂の階段などを走り回

り、戒壇院にボールが飛び込んだりしたことも数

知れず。なんとも大らかではあるが、乱暴かつ罰

当たりなことをしていたものだ。 
 この秋、高校卒業 50 周年の同窓会を開催。同

じように史跡を校庭代わりにしていた学友 40 名

と、二月堂での講話を皮切りに、三月堂～東大寺

～南大門を散策し、久しぶりに大仏様を拝した。

巨大な大仏様が座す蓮華座に手を置き、天平の薫

りを味わう中で、何かしら優しさに包みこまれて

いるような気がした。毘盧舎那仏、太陽のよう

に世界を照らし救う仏。幾度も焼け落ちながら

も、広く人々の浄財によって蘇ってきた。改めて

造立時の逸話、再建、修復の苦労などを想うと、

崇高な威圧感も覚える。 
 阿修羅や薬師三尊など人気の仏像、それぞれに

物語があり、人々を惹きつける。奈良の仏像は質

素ではあるが、古くは白鳳、天平から平安、鎌倉

の時代を通じて、塑像、金銅像、木造、乾漆像な

ど多岐にわたり、他にはない味わいがあるらし

い。春日信仰に守られてきた奥山原始林、野生の

鹿とその鹿によって維持される独特の広大な芝原

（最近では鹿害のほうが心配されているが・・・）

などなど奈良の自然についてもまだまだ知らない。 
ゆっくりと歴史や自然に接するようになって、今

更ながら、自分を育ててくれた奈良をもっと大切

にしなければならないと反省している。 
一方では、観光都市の運命かもしれないが、最

近、国際的なホテルの建設やリニア新幹線の駅を

作る運動も盛り上がっている。奈良市民としては

経済成長も期待したいけれども、奈良の良さが壊

されていくような気がするのは痛し痒しである。 
せっかく、ふるさとに住んでいるのだから、も

う一度その良さを探り、できるだけたくさんの人

とその楽しみを共感できればいい。そして「孫か

ら借りた宝物」を孫に返せるようにしたいものだ。 
          （2017 年 11 月 記） 

  （黄葉の大仏池で芝を食む鹿に興味しんしんの子供） 

私のふるさと 
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環境保全活動発表会＆講演会 

小島 武雄

認定 NPO 法人シニア自然大学校・地域活動部

門主催の、「環境保全活動発表会＆講演会」は平

成 29 年 12 月 5 日（火）10 時より大阪教育大学

天王寺キャンパスにて開催されました。当日は大

変寒い朝でしたが、出席の皆さんは定刻に正門前

に集合しました。

 大阪教育大学は旧大阪師範学校であり大変古い

建物ですが、キャンパスは耐震改修リフォームが

なされており会場となる第一講義室は、電子黒板

や、TV モニターなど最新の設備が整っていまし

た。久しぶりにシニアの他の会で活躍中のメンバ

ーとも会うことができ情報交換。また会場には、

各グループのパネル展示もしてありその内容には

大変興味を惹かれました。

冒頭に主催者から地域貢献活動の表彰が行われ

「奈良・人と自然の会」も表彰状を授与されまし

た。公開講演は、貝塚市立自然遊学館客員講師の

児嶋格先生による「貝の世界から見た大阪湾の自

然と変化（1961〜2017）」でした。 
 大阪湾は、茅渟（チヌ）の海と呼ばれ、魚介類

の多く棲む豊かな海でしたが、日本の高度成長期

に沿岸部が埋め立てられ砂浜や干潟が消滅し、テ

トラポットやコンクリート護岸に替わったために

失われた貝類などがどう対応してきたか、また人々

の自然に対する考え方の変化についてのお話があ

りました。

活動発表は、6 団体「里山の山野草を守る会」、 
「淀川自然クラブ」、「森と海の自然科」、「奈良・

人と自然の会」、「菊炭クラブ」、「水辺環境調査

会」の順で行われ、持ち時間 25 分でしたが、そ

れぞれ大変熱心な説明で、持ち時間が足りずに時

間超過しきり。ただ、なかなかに興味の惹かれる

お話であり、午前の部は、あっという間に終わり

ました。昼食は学食を利用できましたので、カレ

ーライス360円を頂き、久々の学生気分を味わう。 
 午後のトップバッターは、当会の鈴木会長によ

る「歴史的風土と自然環境に恵まれた里山を次世

代に、明るく！楽しく！無理をせず！」でした。

大変大きな元気な声で始まり、平成 13 年からの

草創期に「歴史的風土景観形成事業ボランティ

ア」募集に応募して委託を受けたこと。3m もの

笹藪に、足を踏み入れることができないほど荒廃

しきった里地を、約 3 年の歳月を費やし整備し

た具体的な活動内容。当初の委託面積が 7ha か

ら 2.5 倍になっている現状。近畿大学と連携して

野生絶滅種「ニッポンバラタナゴ」の保護、ナラ

枯れ被害による里山林の保護と、若返りへの取り

組みなどを紹介されました。

奈良県知事や国土緑化推進機構、環境大臣から

の受賞を契機に社会的認知度も高まり、近隣地区

在住市民の入会者も増えてきました。

ようやく里地、里山の原風景が蘇り、創立 15
周年、実践的景観整備「ならやまプロジェクト」

10 周年の節

目を契機とし

て、活動が点

でなく、線に

なり面となっ

て、市街地の

中にある自然

豊かな憩いの場の実現を目指しています。

内閣総理大臣賞受賞で東京に行き、天皇陛下と

お話しできた感動を交え、興味深く話され、満場

の拍手が得られました。

 その後、二つの会活動発表があり、結局終了予

定を１時間近く超過して閉会、天王寺キャンパス

を後にしました。鈴木会長並びに出席の会員の皆

さまお疲れさまでした。
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自然教室だより 

山本 美智子 

11月・秋の奈良公園、 

紅葉をたずねて 

★平成 29年 11月 27日（月） 

★行基像前午前 10時 

★参加者 10人 

池田信明さんと千載輝重さんにガイドをお願い

し、公園の樹木を中心に世界遺産の歴史的な雑学

も含め広い範囲の観察会として、大仏殿拝観、県

庁屋上展望のオプション付の開催となりました。

午前中は興福寺、博物館付近、春日大社参道、

水谷橋、春日野園地、（昼食）の行程。出発早々に

「東向き」と言う商店街の奇妙な名前のついた由

来を聴く。親愛幼稚園は教会の幼稚園なのに建物

はお寺。お寺なのに屋根には十字架という不思議

な幼稚園。その理由についての説明を聴く。幼稚

園の庭のウコンザクラとクロガネモチを眺めなが

ら興福寺へと向かう。不比等の御廟「北円堂」前

のクロマツを見上げ、ヤドリギのマツグミを観察。 
「南円堂」前の「右近のタチバナ」には金色の小

さなミカン（果実）が鈴生り。人の手の届く範囲

にはほんの少々。（犯人は人か、鹿かと、、）。

「左近のフジ」にはビロードの短毛をまとった 20
㎝位の豆果がたくさんぶら下がっていた。

博物館へと、イヌマキ、楸（キササゲ）の横を

過ぎ、サイカチの古木へ。朽ちて倒れそうな木の

強い生命力に驚嘆する。

春日大社参道に出るとムクロジの木の洞から 3
本の孟宗竹が突き出て繁っているのに出会う。（こ

の不思議は？）。

スダジイ、イチイガシ、アキニレの木肌を手で触

りながら水谷橋へ。モミジ、カエデの素晴らしい

紅葉だ。今日のメインテーマを学習するが種類の

多さに混乱する。

ヤブムラサキの紫の実が目立つ。マメヅタ、ノ

キシノブ、ビロードシダ。モミジの木に寄生して

いるオオバヤドリギを眼前で観察。近くで見るこ

とができて感激。今日は、ヤドリギの 2 種類に出

会えた。

オオバヤドリギ  

オオバヤドリギ          マツグミ

午後は、手向山、二月堂、大湯屋、鐘楼、大仏

殿、県庁屋上へ。手向山では木漏れ日を通しての

紅葉の美しさにうっとり。修二会の話を聞きなが

ら二月堂でお茶を一服。

ノリコボシ、良弁杉、ナギ、ナンキンハゼ、ハ

ガキの木（タラヨウ）、ザクロと鬼子母神。大湯屋

前のマルバヤナギの柳絮（リュウジョ）が 5 月に

雪のように舞うという。枝垂れイチョウの落葉が

足裏に心地よく、シャシャンボの黒い小さな実の

甘酸っぱさを味わいながら、ヤマコウバシの葉の

「借金返済」の昔話を聞く。

大きなルリセンチコガネ

大仏殿は千載さんの配慮で無料拝観。久しぶり

に大仏にお目文字。いつもながらこの巨大さには

圧倒される。再建造を重ねた財力と人々の辛苦、

金色の大仏を目にした当時の人々へと思いを馳せ、

押上、雲井坂の道を経て県庁屋上へ。晩秋の名残

りの奈良市街地 360 度の展望を楽しみ、なごやか

で、和気藹々とすすんだ観察会を無事終了。

快晴の穏やかな冬日和の中、真面目で、詳しく、

丁寧な池田さん。ユニークでユーモア交えた話題

豊富な千載さん。お二人の巧みで、達者な楽しい

ガイドに感謝と敬意を拍手にこめて、散会。

皆さま、ありがとうございました。
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第8回 ならやま 

 まほろば新蕎麦祭り 

２９年度新蕎麦祭りレポート

ならやま・そば文化クラブ 寺田 孝

11 月 30 日、第 8 回まほろば新蕎麦祭りが賑や

かに開催された。心配されたお天気も曇り空では

あるが暖かく穏やかな日和となる。昨年同様 80
人が参加される大盛会となった。

午前 11 時過ぎ、あづま屋では「新そば」の旗

がひらめく中で、そばクラブ会員による蕎麦打ち

の実技が披露される。

会場には、今年も「ならやま景観活動とそば作

り」の写真パネルが展示され、関心を集めている。

午前 11 時 20 分、朝 9 時から「生涯学習センタ

ー」で、田辺師範とクラブのメンバーの 5 人で打

ちあげた新蕎麦が到着。打ち立ての蕎麦は、待ち

構えた茹で方が、2 基の大釜で手早く茹でて氷水

で締める。朝から掛かっていた天婦羅やニシンも

そろって、準備万端OK。

12 時 10 分、鈴木会長のご挨拶が始まる。「新蕎

麦祭りも第8回を迎えました。これから名前を“ま

ほろば新蕎麦祭り”にしたらどうでしょう」。続い

て、「そば文化クラブ」古川会長のお礼の言葉で、

スタート。早速、配膳場に長蛇の列ができる。

何しろ大人数でもあり、スピードが命。そばク

ラブ会員総出で、ならやま産の打ちたて新蕎麦を

次々と茹で上げ、天ぷら付き「ぶっかけ蕎麦」や

暖かい「ニシン蕎麦」で供していく。

「うん、おいしい！」「最高！」の声。思わず心の

中でガッツポーズ。そば米の「そば雑炊」、ネギた

っぷり「そばのチヂミ」もなかなかの好評だ。

そろそろ満腹の潮時を見はからって、恒例の「新

そば収穫量当てクイズ」の表彰が始まる。入賞者

15 人には、田中さん手作りの来年の干支の置物な

どの賞品が、優勝された山本さん、井戸さん、小

島さんの 3 名の方には、年末の蕎麦打ち会へのご

招待が披露されて、祭りは最高潮に達した。

締め括りは、「美しいならやまの風景と、自然の

恵みを満喫した一日」との阿部さんの挨拶で、新

蕎麦祭りはめでたくお開きとなった。

今年は、「荒神の里・笠そば」で蕎麦栽培のコツ

を勉強しなおし、土づくり、施肥の作業を改善し

て万全を期した。生育は順調だったが、10 月の雨

と台風で、残念ながら収量は 48kg に止まり「収

量 100 キロ」の夢はまた来年に持越した。 
「そば文化クラブ」は、ならやまの自然の中で、

「そば栽培からそば打ちまで」の夢に取り組んで  

きました。恵まれた環境に感謝し、「奈良・人と自

然の会」に貢献できるよう引き続き努力したい。

今後とも皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。 

（ご参考）

・新蕎麦祭りで準備した蕎麦は、150 人分 
・祭り収支は、＋6,752 円 
・そば粉はそばクラブで買取り 15,492 円 
・合計 22,244 円を「ほのぼの基金」へ寄付 
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12 月・月例研修会 

斑鳩三塔と藤ノ木古墳を巡る 

岡崎 節子

12 月 12 日の朝は寒く、JR 法隆寺駅 9 時 30 分

集合、参加者 10 名にパンフレット配布。冨井さん

の挨拶の後、法隆寺駅をスタ－ト。強風を受けて

車道を横切りながら斑鳩観光 I センタ－へ 10 時

に着く。センタ－で 2 名合流。（休憩、トイレ） 
斑鳩観光 I センタ－で藤ノ木古墳、法隆寺西円堂

の案内ガイドさんの永井・高田さんが紹介される。

参加者は 2 班に別れて 15 分ほど歩き藤ノ木古墳

へ。斑鳩文化財センターでまず藤ノ木古墳のビデ

オ鑑賞する（30 分）。 
藤ノ木古墳は古墳とわかるまでは柿の木など

が植えられていた。発掘調査の結果、径 50 メ－ト

ル、高さ 9 メ－トルの円墳とわかったが、現状は

水田や建物により削り取られて、高さ 7.6 メ－ト

ル、最大径約 40 メ－トル。玄室は円墳の中央部に

設けられていることが分かる。第１次調査（1985
年 7 月 22 日－12 月 31 日）で横穴式石室と家型

石棺が検出。また馬具類や武器など出土。特に金

銅製鞍金具は非常に珍しく、この鞍金具の発見で

藤ノ木古墳は一躍有名になる。第 2 次調査（1988
年 5 月 9 日～7 月 8 日）ではファイバ－スコ－プ

で石棺内の確認調査をし、棺内に水が溜まってい

ることがわかる。第 3 次調査（1988 年 9 月 30 日

～12 月 28 日）は、未盗掘の家型石棺を開口、内

部調査実施。開口には事前に実物大の石棺の複製

を造って実験し、石室内の開棺作業に支障のない

ように配慮する。棺内には水がたまり多数の繊維

断片が浮遊していた。金銅製冠、金銅製履などの

装身具、鏡、1 万点以上のガラス玉類などの副葬

品が検出される。棺からは 2 体の人骨、男性 2 人

の合葬である可能性が。元々穴穂部皇子の陵墓に

同母弟崇峻天皇の合葬説も。南側被葬者について

は女性説も存在する。

法隆寺西円堂は八角造りで、西院伽藍の北西の

小高い丘にあります。奈良時代に橘夫人の発願に

よって行基菩薩が建立したと伝えられている。現

在の建物は建長 2 年鎌倉時代中期に再建され、お

堂の中央にわが国最大級の乾漆像、本尊薬師如来

像が安置されている。西円堂の薬師如来は、法隆

寺の同じ薬師如来以上に民間信仰を集め、堂内に

無病息災、延命長寿を願って寄進された刀、鏡な

どの品が所狭しと置かれていたといわれています。

法隆寺は 7 世紀に創建され、聖徳太子ゆかりの

寺院です。創建は金堂薬師如来像光背銘から、推

古 15 年（607 年）とされる。金堂、五重塔（国宝）

を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とする東院

伽藍に分けられる。法隆寺の建築物群は、法起寺

と共に法隆寺地域の仏教建造物として、ユネスコ

の世界遺産（文化遺産）に日本で一番初めに登録さ

れた。5 代将軍徳川綱吉の生母、桂昌院によって

伽藍の修造が行われた。

天満池の土手で昼食の予定が、寒くて法隆寺 I
センターまで戻り食事をさせて貰いました。セン

タ－を 12 時 35 分に天満池へと出発。天満池は高

台にあって風も強く寒さに震えながら、野鳥に造

詣の深い勝田緑さんの説明に耳を傾け、3 種類の

野鳥（コガモ、カイツブリ、ホシハジロ）を双眼

鏡で観察しました。斑鳩神社を上がらずに下から

眺め、舗装道の落ち葉を踏みながら法輪寺へ。

法輪寺は、聖徳太子の息子「山背大兄皇子」が

太子の病気回復を願って建立したという説がある。

別名三井寺とも呼ばれ本尊は薬師如来座像。三重

塔は 1944 年落雷により焼失、1975 年に焼失前と

同じ位置に棟梁西岡常一氏の手により再建される。

次に法起寺へと東に歩き進みます。（10 分ほど） 
法起寺、聖徳太子が法華経を講説されたという

岡本宮を寺に改めたと伝わる。三重塔は昭和17年

に解体修理。高さ 24 メ－トル、日本最古（国宝）。

57 年には重要文化財の十一面観音菩薩を安置す

る収蔵庫を新設している。

バスの時間まで 30 分ほどあり、法起寺を拝観

する人、外から三重塔を眺める人、各自で思い思

いにゆったりと楽しみます。時間に余裕もあり JR
大和小泉駅まで歩くことにし、雑談しながら駅に

到着。14 時 10 分乗車、JR 奈良駅着 14 時 27 分。

忘年会会場まで歩いて行きました。

皆さん、寒い中ご参加ありがとうございました。

お疲れさまでした。   
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平成２９年度 忘年会報告

小島 武雄 

今年の忘年会は、１２月１２日（火）１７時か

ら奈良市法蓮町にあるホテルリガーレ春日野で行

われました。当日は厳しい寒さの中、朝から行わ

れた月例研修会（斑鳩三塔、藤ノ木古墳めぐり）

に行かれた方々のお身体を心配しつつ、JR 奈良

駅発の路線バスで会場へ向かいました。

 ホテル２階の明るい大宴会場には５つの大円卓

がセッティングされており、サイドのテーブルに

は、有志の皆さまから差し入れのワイン、焼酎、

中国酒、地酒などが酒屋の店先のごとく溢れんば

かりに並べられており、もうすでに熱気が感じら

れました。

出席者は 41 名。はじめに鈴木会長より、今年

の振り返り、嬉しい記念表彰や悲しい出来事など

が話されました。次に古川参与の挨拶、忘年会の

文字は「忘」でなく「望」としていきたいと話さ

れ、元気よく乾杯の発声でスタート。

 さすがにホテルらしい美味しそうなオードブル

が並び、各テーブルでは大いに飲み語りが始まり

ました。八木副会長より、日頃のコミュニケーシ

ョン不足から、ならやまのいつもの顔と今日のお

名前が合うように、自己紹介の提案があり、それ

ぞれ３０秒の持ち時間でスピーチ。新旧会員入り

混じっての挨拶が始まり、途中池田さんより、天

国の飲み屋にいる故川井さんと故池田さんからの

「みんな忘年会を楽しんでるかい？」とのメッセ

ージメールが披露されました。

 皆さん次々と席を離れ、日頃の持ち場を超えて

の会話が盛り上がり、楽しい各テーブルを囲んで、

最高の笑顔で記念撮影。

 後半はいつものカラオケタイム。懐かしい歌の

ワンマンショウからコーラスまで、大いに盛り上

がりました。

最後は森副会長からいつもの「みなさん♪ありが

とう♪」の歌で締めくくりました。（ちなみにお酒

は見事に飲み干されていました。）

 来年も当会にとって良い年になる予感を感じさ

せる、楽しい良い忘年会となりました。お世話い

ただいた方々、ご参加いただいた皆さま、ありが

とうございました。

来たる平成３０年は戌年です、明るい楽しい年

を迎えましょう。ワン！

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK-d-gjY7YAhXLj5QKHbV5CXgQjRwIBw&url=https://azukichi.net/music/onpu325.html&psig=AOvVaw3MC0Oi1tE1EJAZYoxRmhIb&ust=1513498926437718
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFo7m0k47YAhXCmJQKHauHCtMQjRwIBw&url=https://www.sozai-library.com/sozai/38&psig=AOvVaw1ycTiD6PZ41AqMJfNa2giw&ust=1513500598752217
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuMLI9u_XAhVHgrwKHbXmCpAQjRwIBw&url=http://www.geocities.jp/dyynn697/nekoze.html&psig=AOvVaw3rRUOivC1Mf2WSk5R7DbeD&ust=1512461865159631
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芋煮会 報告 

   エコファーム  萱野 勉

12 月 7 日、第 10 回芋煮会を開催しました。今

年は、何故か天候不順が木曜日になる確率が高い

ので天気予報を注目していました。

 朝いちばんは、冷えましたが日中にかけて好天

候に恵まれ、会員 73 名。ならやま来訪者はニッ

ポンバラタナゴ（ぺタキン）調査の近大農学部准

教授・北川忠生さんと学生５名、奈良市協働推進

課の南徹さん、シニア自然大学校実習生３名。

合計 82 名の参加で開催されました。 
 午前中会員は、協働作業の日（松林の土掻き、

アダプトプログラム）で山へ。

エコファームは、芋煮会の準備。男性群はテン

ト張りと掘りたての里芋を芋洗い棒で洗浄し、短

時間でしっかりと外側の皮が剥がせた里芋の皮む

き。女性群は大根、牛蒡、椎茸などの収穫。

 主役の里芋は、エコファームの皆さんで春から

夏にかけて管理してきた甚五右エ門芋（通称なら

やま芋）、伝統里芋です。

 種芋の保存や土作り、夏場の水管理、追肥、連

作回避などに心掛けて有機無農薬栽培に取り組ん

だエコファームグループの野菜への愛情と努力の

甲斐があって、上々の出来栄えでした。

綺麗になった約200個の里芋、国産牛肉、大根、

牛蒡、人参、椎茸、蒟蒻
こんにゃく

、葱入り芋煮。さつま

いも（紅はるか）の天ぷら、里芋みそ生姜あえ、

大根焚き（桜島大根）、漬物大根、新米のおにぎり

（約 100 個）、白米黒米さつまいも入りおこわ、

ご馳走が全て整いました。

正午ちょうど、鈴木会長の開会の挨拶で 10 回

目の芋煮会がスタートしました。

 あっという間に鍋の前に茶碗持参の長蛇の列が

でき、箸が進むにつれて「おいしい～おいしい～」

の声。おかわりの希望者も続出。

用意した約 100 人前をほぼ完食し、最後まで穏

やかな天候で絶好の芋煮会を充分に堪能していた

だけ、無事に終えることができました。

池田さんはじめエコファームの女性群、調理な

ど準備に力を尽くしていただいた方々、皆々さま

方に感謝申し上げます。

 午後からは恒例の「桜島大根」重量あてクイズ

で大盛り上がり。

正解は、二株合計で 12.4Ｋｇ 
惜しくもピタリ賞がなくて、１位が２名で

１位 大澤教男 12.3kg ならやま商品券４枚 
１位 羽尻 嵩 12.5kg ならやま商品券４枚 
２位 辻本正子 12.6kg ならやま商品券２枚 

 和やかで楽しい一日

であったとおもいます。 
また、来年もよろしく

お願いいたします。



ネイチャーなら・第１９２号（１２）  Jan. 2018 

歴史文化クラブ 12 月研修会 

菅原町周辺の歴史探訪と 

奈文研の見学 
   

古川 祐司 

◆12 月 17 日（日）快晴、気温８度、上々の歴文

日和である。9 時、22 名が尼ヶ辻駅に集まる。 

秋篠川の西側の丘陵地は、菅原と呼ばれ、5 世

紀の頃から野見宿祢を祖とする土師氏の一族の居

地だった。今回は、日本書紀に「菅原伏見陵」と

記される垂仁天皇陵、「菅原寺（喜光寺）」、「菅原

天満宮」、「菅原東埴輪窯遺跡」を探訪する。

冒頭、地元の松本武彦さんが「尼ヶ辻」の由来

を解説される。鑑真和上が唐招提寺の用地を探し

てここを訪れ「この壌（つち）は甘い」と言われ

たので「甘ヶ土」。また、聖武天皇の学問所「弘文

院」がここにあり、後に尼寺（興福院）となった

ので「尼ヶ辻」の地名が生まれたとも。

出発して 20 分、垂仁天皇陵をへて喜光寺に着

く。高次喜勝副住職にお迎えいただいて、無病息

災と安全を祈願する。その後、暖房の効いた講堂

で、喜光寺の由来と行基菩薩、菅原天満宮と土師

氏などの解説がある。その名調子に一同感心する。 

菅原神社（菅原天満宮）は喜光寺の隣にある。

土師氏の一族は 8世紀の終わりに宮廷貴族に加え

られ「菅原氏」、「秋篠氏」「大枝氏（後の大江氏）」

と改姓する。平安時代、宇多天皇、醍醐天皇に重

用され右大臣に登った菅原道真は、この地で生ま

れたと言われ、「産湯の池」もある。この伝承の真

偽を議論しながら、３００ｍ東に移動。土師氏の

痕跡「菅原東埴輪窯跡遺跡」（6 世紀）を検分する。 

ここから２ｋｍ北上して西大寺へ着く。今回は、 
奥の院にある興正菩薩の巨大な五輪塔と西大寺鎮

守の八幡神社を見学する。

西大寺中興の祖とされる興正菩薩・叡尊は鎌倉

時代の人、弟子の忍性と共に貧者や病人の救済に

力を注いだ。寺域にある八幡神社は、当時高価な

薬だった茶を民衆に振舞ったのが大茶盛の起源と

なったといわれる。

これで午前の部が終了し、12 時解散する。 

◆13 時、午後の部 奈文研資料館に 36 名が集合。 
渡辺副所長のご案内で資料展示館を見学。1959 年

の着手以来 60 年にわたる発掘調査の歴史や出土

品の展示を詳しく解説していただく。

講演会。会場は大型電子スクリーンをＵ型に座

席が囲む本格的なセミナー会場である。

テーマは

「特別史跡平城宮跡の発掘調査－その成果と課題」 
講師の渡辺晃宏先生は、平城宮を中心とする都

城研究に携わり、現在は研究所副所長。木簡研究

の分野では我国随一の権威である。

今回の講演は30ページ60コマに及ぶ資料を映

写しながら、平城宮発掘調査の成果を丁寧に解説

される。

・第一次と第二次大極殿は位置と機能の変遷。 

・大極殿復元の裏付けとなった発掘データなどな

ど興味深い話題に、大幅に時間超過して終了する。 
ご多忙のなか、時間をさいていただいた渡辺晃宏

先生に心からお礼を申し上げて、研修会は終了。

年末恒例の地元史の探訪は、毎回工夫を重ねて

いよいよ佳境に入ってきた。来年もさらに充実し

た企画にしていきたいものである。
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冨江 文雄（とみえ ふみお）    

9 月に仲間入りさせて貰いました冨江です。 
近くの木津川市相楽台に住んでいます、車で

10 分もかかりません。今年の 3 月に 51 年 
勤めた会社を退職し、すぐにシニア大学に入り、

全く新しい分野の勉強を 70 の手習いで始め 
ました。これまでの会社人生では海外勤務が多く、

アフリカで合計 7 年、英国で 8 年、更には 
中期、短期の出張もあって、外

国ボケと言われるかもしれませ

んし、実際肝心の日本のことが

よく判らぬままこの歳になってしまいました。

 元々、自然に対する関心は強い方だと考えて

いますが、その中で活動する時間も機会も無かっ

たので、残された時間の中で出来るだけ経験

したいと思っています。頭の働きと身体の動き

が必ずしもマッチしませんが、皆さんの活動の

妨げにならぬよう努めてまいります。よろしく

ご指導下さい。

岡田 安弘（おかだ やすひろ）

鈴木会長から「奈良・人と自然の会」の活動ぶ

りを聞き、｢何かお役に立てるなら｣と口を滑らせ

たのが事の始まり。言った始末はつけねば。枚方

から京阪、近鉄、奈良交通バスを乗り継いで 2 時

間。10 月 12 日の見学以来、目下皆勤だ。 
 肥沃な田畑に驚く。土の色が違う。会員の苦労

はいかばかりかと思う。木屑の堆肥や牛糞を提供

してくれる支援者の存在も大きい。里山の登り口

に薪棚が 10 数ヵ所。朽ちた倒木に新たな命が宿 
る。若松の周り、下草を熊手でかき集める。マツ

タケに腐葉土は余計だと知る。見るもの全てに感

動。人と自

然の共生

とは、この

ことだと

学ぶ。

小林 博（こばやし ひろし）

63 歳、会社員です。平城山に住み、月に 1、2
度、実家（福井県）で田舎暮らしです。

10 月から参加させていただいております。 
ここは、私の散歩道です。20 年前は、荒れた自

然林でした。

10 年前、「ならやまプロジェクト」「エコファ

ーム」「自然観察会」の看板がありました。壮大

な事業でした。一人で作業をしている男性と何度

か目と目で会話をしました。今も深く印象に残っ

ています。

9 月、看板を見ていた時、鈴木会長から声をか

けていただきました。即、妻と入会しました。

（ネイチャーなら 10 月号で、10 年前の男性が、

川井さんと知りました。ご縁を感じます。ご冥福

をお祈りします）

 森林保全に興味があり、

チェンソーの安全な使い方

を習得します。ミツバチの

飼育、きのこ、継体天皇に

も興味があります。皆さ

ま、どうぞよろしくお願い

します。

小林 美智子（こばやし みちこ）

 主人に、半強制的に入会させられました！！

10 月は、2
回参加しま

した。

団地住ま

いなので、

野菜作りな

どする機会がなかった私ですが、こんな近くでこ

のような楽しい活動をされていたとは（まったく

知らなかったです）。木曜は、パート日と重なる

ことが多く、思うように参加できないかと思いま

すが、野菜作り、頑張ります。どうぞよろしくお

願いします。 

戊戌（つちのえいぬ）2018年

仲間入りしました 
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                    翁：ウン・・・これは牛ちゃんの匂だな。

堆肥：すみません昼時に、私まだ若いもの

ですから辛抱できませんで。

翁：ほんに、まだ新鮮な色してるな。風も

気紛れやからしようないな。まあまあい

つも牛ちゃんには、牛乳や肉で世話にな

っとるしな。

堆肥：ありがとうございます。主人もたく

さん食べて頑張らなって言ってました

わ。

翁：わしもな、食事の時は合掌して多くの

命に感謝してるねん。君等の力で里山の

土もよう頑張ってくれて、美味しい野菜

頂いてます。

春は曙 
谷川 萬太郎

堆肥：嬉しいですわ、おゝきに。でも・・・

今は木々の黄葉がとってもきれい。ヒラ

ヒラと軽やかに散るのを見ていてあきま

せんわ。きっとシャンソンの「枯葉」な

んか歌いながら、楽しかった時を思い出

しているんでしょうね。ハア～。

翁：オイオイ、変なこと考えるなよ。君等

が霧のように舞々したら俺達どこへ逃げ

ればいゝんだ。

堆肥：つい若さが邪魔して、何にでも羨ま

しく思うのね。

翁：それでいゝのさ。近い将来、農業も一

層外国と競争が激しくなりそうだし、君

等の働きに期待してるよ。

堆肥：その時は是非応援して下さいね。日

焼けした姿になっても忘れないでね。

 ～終～

「嘆くことなかれ」 

 竹本 雅昭

青く冴えわたる  のどけき陽光に 

新たなる息吹よ  高らかに昇りて 

吐く息も白しや  春風に揺れる 

澄みし瞳可憐に  零れる笑顔麗し 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD1cTopfDXAhUEj5QKHQnQBX4QjRwIBw&url=http://www5d.biglobe.ne.jp/purple/ny/cut1.html&psig=AOvVaw12uvDUHM7tmUrM3io49lch&ust=1512474436358048
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-4JH2pYzYAhUW57wKHan_B98QjRwIBw&url=https://blogs.yahoo.co.jp/ushichiko1/folder/1365339.html?m=lc&psig=AOvVaw0uBDCcn0V34rrOW1nnUd2H&ust=1513436292052239
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://insatsusozai.net/2015sozaip/donguri3.jpg&imgrefurl=http://insatsusozai.net/autumn1-donguri3.html&docid=2litZRg36L2GtM&tbnid=0fZvbGt5QLCUUM:&vet=10ahUKEwj__qrupYzYAhUN57wKHV5hCV04yAEQMwheKFwwXA..i&w=1908&h=1082&bih=500&biw=1093&q=%E6%9E%AF%E8%91%89%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwj__qrupYzYAhUN57wKHV5hCV04yAEQMwheKFwwXA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust1926.png&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust179.html&docid=uQSyLu256PkPaM&tbnid=D6shCpM6YTTdrM:&vet=10ahUKEwjk_vmxqo3YAhVIHZQKHWWxABAQMwjNAigPMA8..i&w=1682&h=221&bih=500&biw=1093&q=%E7%B7%9A%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjk_vmxqo3YAhVIHZQKHWWxABAQMwjNAigPMA8&iact=mrc&uact=8
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明るく・楽しく・無理をせず

活 動 予 定 日 

１

月
１１（木） １８（木） ２５（木） 

２

月
１（木）８（木）１５（木）２２（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 16 ㏊の里山林地（県有林） 
◆ 集合：現地ベースキャンプ地・午前９時

◆ 終了予定：午後３時

1／11 初出式 
「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

枯死木の伐倒

薪割り／薪棚の製作

１８ 

榾木の作成・枝の整理・仮積み

薪割り／薪棚の製作

２５

榾木の作成・枝の整理・仮積み

薪割り／ＢＣの屋根作成

1／11 初出式 
「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

エンドウ支柱立用竹取り

冬野菜など収穫／ボカシ肥料作り

１８

冬野菜など収穫／水田にチップ入れ、水路整備

そば：実りの森そば畑石拾い

２５ 

冬野菜などの収穫

エンドウ支柱立、ネット張り、追肥

そば：実りの森そば畑チップ入れ／耕運

果樹：柿、梅の選定

◆アクセス

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 
◆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、

  コップなどは各自ご持参ください。

◆ 連絡先：八木 順一 

1／11 初出式 

「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

整備：彩りの森竹林伐採／整備

ビオ：西池入水溝の整備（竹切り）

花：七草採取、初出式料理手伝い

  山野草園の整備

１８ 

整備：彩りの森竹林伐採／整備

ビオ：西池入水溝の整備（波板設置）

花：山野草園の整備（柵作り名札たて等）

２５ 

整備：彩りの森竹林伐採／整備

ビオ：西池の水抜き作業

花：紫蘭、班入りシャガ、花菖蒲園草取り

1／11 初出式 

「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

観察路の点検（倒木他）

１８ 

観察路整備、ロープ手摺、丸太階段補修

２５ 

観察路整備 

ならやまプロジェクト

里  山 

エコファーム

パトロール 

景  観 
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行事案内 part１

新春講演会
 今年度の「新春講演会」は、京都光華女子大学

こども教育学部教授の菅井啓之先生をお迎えして

開催します。 

◆ 講演会概要 

１、 日時：平成 30 年 1 月 13 日(土)

受付： 9 時 30 分～

講演：10 時～11 時 40 分

  (含む：質疑応答) 

２、 会場：奈良市生涯学習センター 

3Ｆ・学習室    (奈良市杉ケ町 23)

３、演題：「自然からいのちのあり方を学ぶ」 

４、講演内容：目の前のいのちの営みから全体

の自然について考えようをテーマとした

講演会。「自然をみるとはどういう事な

んだろう」といったことから始まり、見

る、観る、看る、視る、診る、「みる」

にもいっぱいありますね。自然と関わる

ものの見方も多様であります。そのよう

な論点で展開される予定です。 

５、地図： 

※ 駐車場は、台数に限りがありますので、 

最寄り公共交通機関でお越しください。 

※ ＪＲ奈良駅から南東へ徒歩１０分 

※ 近鉄奈良駅高天交差点口出口から 

徒歩約１５分 

〇◎● 餅つきと七草かゆ 〇◎●

日 時：1 月 11 日(木)10 時～

  餅つき 

新春初出式：正午～ 

日本には稲作信仰があり、稲「稲魂」や「穀 

霊」が宿った神聖なものと考え崇められてきまし

た。稲から採れる米は人々の生命力を強める神聖

な食べ物で、米を搗いて固める餅はとりわけ生命

力が高いとされます。そこで、ハレの日に餅つき

をするようになりました。餅つきは一人ではでき

ないので、連帯感を高め、喜びを分かち合う社会

的な意義もあります。 

ならやまで摘み取った七草で、七草粥も振舞っ 

て貰います。お節料理で少々疲れ気味の胃腸に活

力を取り戻そうではありませんか。 

*.+ﾟ★━━━…･･･*.+ﾟ★━━━…･･･*.+ﾟ★━━ 

＊ ならやま活動 (木) 
2 月 1 日 協働作業の日 

＊ 月例研修会

2 月 13 日（火）下ツ道を歩く 
二階堂・稗田環濠・羅城門跡

※ 2 月 24 日（土） 
椎茸菌打ちイベント   

２月ならやま活動＆行事予告

新 春 初 出 式
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平成２９年・１２月度幹事会報告 

日時： 11 月 28 日（火）14：00～16：30
場所： 奈良市生涯学習センター 3F 学習室

出席者：16名 欠席者：6 名 
Ⅰ 会長挨拶： 

・辻本さんから、昨日退院の連絡がありました。

Ⅱ 事務局・会計報告 

① 会員数：150 名（変動無し）

② 会計報告：10 月度収支報告、予算執行状況、

特に問題なし。

Ⅲ 活動・行事関係、課題・懸案・確認事項 

1. ３か月及び当月スケジュールの検討と確認

2. ならやまプロジェクト関係：配布資料説明

・佐保自然の森に、来年は蕎麦を植えないで

野鳥等を呼ぶための植樹を考えている。

・第１駐車場入り口の水捌けの対策については、

溝を掘りバラスを入れるように考えている。

3. 活動報告と予告

① 月例研修会 12/12 斑鳩三塔巡り

② 歴文研修 12/17 地元探訪と座学

③ 帝塚山小学校自然観察会 12/19
4. イベント（報告と予告）

① 1/13 新春講演会（生涯学習センター）

宝の里・棚田クラブなどの他団体に声掛け。

② 12/7 芋煮会 12：00～14：00
③ 12/12 忘年会 現在の参加者 41 名

ホテルリガーレ春日野・送迎バスあり。

④ 1/11 初出式

5. 助成金・交付金事業進捗状況説明

林野庁：概算請求（60 万円）が入金予定。 
6．企画会議(10/28)イベントスケジュール決定 
夏だ休みだ 7/28、8/25、芋掘り 10 月、椎茸 2 月、

アースデイ 4/22、天平祭 5/4.5、海の日 7/16  
7．記念植樹 実りの森に柿を植えることで検討。 
Ⅳ 広報関係：

① 多士済々は 12 月号で終了。新規に「私のふる

さと」を掲載開始した。

Ⅴ 懸案事項：倉庫内の道具の整理整頓 

以上

◇ 申し合わせ ◇ 

＊通常活動日【木曜日】や屋外のイベントは、前日 

１９時前のＮＨＫの天気予報で、当該地域の午前

の降水確率が６０％以上の場合、中止とします。 

＊通常活動日が中止になった場合は、翌日【金曜

日】を振替活動日とします。 

奈良県北部の降水確率は、奈良気象台１７時発

表。（http://www.jma.go.jp/jp/yoho/335.html）
＊臨時活動日を月曜日にする事があります。 

（事前に担当役員から連絡します。） 

◆ 新年を迎えて

明けましておめでとうございます。

2018 年の干支は「戊戌」です。 
戊

つちのえ

は「土」で、戌
いぬ

もまた「土」なんです。

「土」同士の組み合わせになることを「比和」

といい、「勢いが増す」といわれています。

2018 年の 60 年前に戊戌の年は、1958 年（昭

和 33 年）で、1958 年から岩戸景気が始まって

います。皇太子様のご成婚もありました。

編集チームのメンバーは、少し変更があり、青

木副編集長以下、青木芳一、千載、戸田、三瀬、

山崎、山中と私の８名です。

質実剛健に、多くの会員が誌面に参加していた

だけるよう、編集に取り組んで参ります。

本年も会報誌へのご協力を、よろしくお願いし

ます。

（行々子）

会報誌［ネイチャーなら］・第１９２号 

発行：奈良・人と自然の会 

会長 鈴 木 末 一 

URL ： http://www.naranature.com
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編集チーム代表：坂東久平 


	p0表紙v001
	p1  壮春力歩v001
	p2  マンスリーレポＶ005
	P3  「里山の今」里山・エコv005
	P4「里山の今」景観・鳥ｖ004
	p5  私のふるさとv003
	p6  シニア自然大学校・発表会v006
	p7   自然教室だより006
	p8   新蕎麦祭り報告003
	P9  12月月例研修会v003
	ｐ10忘年会v004
	p11  芋煮会v003
	Ｐ12  歴文12月研修会v003
	p13  仲間入りしましたv003
	p14 ならやま茶論&癒しの散歩道v005
	p15  ならやまプロジェクト活動v002
	p16  行事案内part１v003
	p17幹事会報告・編集後記v002

