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会長 鈴木 末一 

  ボランティアの気配り 

 「おいちゃん、ここだよ」と幼児の声。山口県

周防大島町の山のせせらぎ。尾畠春夫さんの差し

のべる手が、２歳の男の子の命をつないだ。赤い

繋ぎの作業服にヘルメット。リュックに掲げた旗

には「絆 東日本大震災の復興を願う旅」とある。

軽四のワンボックスカーに生活必需品を積み、各

地の被災地でボランティア活動に励む日々だ。尾

畠さんのことを知ったのは、ちょうど「ならやま」

の協働作業について考えているときでした。私た

ちが学ぶべきことは、ここにもあるのではないで

しょうか。 

大分県から駆けつけ、家族や捜索関係者からの

情報を得て救助活動に入り、素早く男の子の所在

を確認するに至りました。その際、次のような手

続きをしてから活動を開始しています。事前に家

族に会って捜索に加わることや発見時には保護し

ても良いとの許可を得ていたと言う。そのような

手続きをしていないと未成年者略取の嫌疑？がか

けられないとも限りません。もちろん、事前に警

察に免許証を提示し、捜索活動に加わることの許

可も得ていたのです。そのような手順を踏むこと

により、発見時に保護者としての地位を確立して

いたのでした。今までに善意の行動が、逆に悪意

にすり替えられかねない嫌な経験の積み重ねから

であろうと思われます。 

子どもの行動の習性を知り尽くした尾畠さんは、

尾根筋をたどりつつ山の上へと向かった。早朝で

もあり、集落から離れるのを見定めてから、男の

子の名前を呼びかけました。ここにも細やかな気

配りが働いていたのでした。 

活動開始から約 30 分、呼びかけに「おいちゃ

ん」と答える声を聞き、小さな沢へと降りて男の

子を見つけた。そして、無事助けることができた

男の子を、まずはお母さんの元へと・・・。 

 尾畠さんは「ボランティアは人を頼ったり、物

をもらったりしちゃいけない」「自己完結、自己

責任、けがをしても自己責任」と、インタビュー

に答えておられます。 

 美しい日本人とは、尾畠さんのように自分自身

を厳しく律し、信じる道をただひたすら進んでい

く人のことではと思います。 

 さて、ならやまプロジェクト活動に、協働作業

日を設けて２年目になります。「協働」について

考えてみました。 

 協働の概念を最初に発案したのは、アメリカ・

インディアナ大学の政治学者ヴィンセント・オス

トロム教授だそうです。著書の中に「Coproduction」

という用語が用いられています。英語で「Co」は

「共同の、共通の」という意味であり、これに

「Production」(生産、産出、成果)を結びつけて

作られた。和訳する時に「協働」としたことで、

日本語としての協働の語ができたようです。従っ

て、古くから日本の社会で使われてきた概念では

ないので、確定した定義はないようです。 

 単に一緒に作業を進めることではなく、目的意

識を共有し共通の目標に向かって達成に力を注ぐ

ことや、ボランティア団体と行政とが、対等の立

場で互いの特性を生かすことで、プロジェクト活

動遂行などに相乗効果を期待していること、こ

のような点が協働の概念を理解する上で、特に

重要であると思われます。 

 平たく言うと「協働」とは、「同じ目的」に向

かって、「協力」しながら、進めていくことであ

ります。活動について話し合うことで、誰が何を

どのようにやって行くべきなのか、を見直すこと

にもなり、協働で生まれたアイデアがきっかけと

なって問題解決ができたりするかもしれません。

そんな可能性を育て、新しい活動を見出していく

ことも協働することの意義であるとも言えそうで

す。 

 また、社会貢献や自己表現の意欲を活かす機会

が拡大することで、より新たな生きがいの発見な

ど、心の豊かさの向上にもつながりそうです。協

働作業は「協働活動」とも言えます。 

 尾畠さんは、私たちの道案内だったのではない

かと、思えてなりません。目的や目標は違えども

ゴールは同じです。これからの協働作業のありか

たを皆さんと一緒に考えたいと思っています。  
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Monthly Repo.  ならやま       
     

                八木 順一  

 

8月 23日(木）   活動 晴れ後雨  67名＋7名   

  台風の間の活動日。打ち合わせはイベント協力

や熱中症対策のお願いが中心となる。シニア生 6

名。里山Gは倒木処理やイベント観察路のウルシ

刈り、エコGは野菜の収穫の他、種まきや日よけ

取り付け、そして

景観 G は BC 付

近の草刈りの他、

ソバ畝つくりに

取り組む。また花

班はアジサイ・ヒ

ヨドリバナの剪

定、パトGは丸太階段の補修や１コースのパトロ

ールを行う。 

 

8月 25日(土）  イベント  晴れ  36名＋43名   

  夏休み最後のイベント。終日涼しい風に恵まれ、

参加者 42名、スタッフ等 35名が集合。午前中の

飯ごう炊さんとカ

レー作り、午後の

自然観察に取り組

む。午前中のプロ

グラムは順調に進

み、11時 30分に

は終了。午後は 12

時 15 分から班ごとに里山を回り、自然観察を行

う。最後には里山への帰路でロープを使っての下

山も楽しみ、1時 30分には終了する。 

 

8月 30日(木）   活動  晴れ  76名＋3名 

 8 月最後の活動だが、猛暑が続く。秋や冬に向

けての準備がスタート。また、施設の補修も始ま

る。シニア生１名、ビジター2 名。打ち合わせで

はイベントの反省や夏時間の終了日の連絡がある。

里山Gは台風の倒木処理や水路改修、そして薪割

り、エコGは野菜の収穫の他、秋野菜・冬野菜の

準備、そして景

観Gは彩の森の

草刈り、ソバク

ラブはソバの種

まきを行う。ま

たビオ班は水生

生物調査、パト

Gは赤岳の丸太階段の補修、観察路の倒木処理や

草刈りに加え、メイン階段の補修を完成させる。 

 

9月 6日(木）   活動  曇り 76名＋1名  

  台風 21 号。ならやまでも、大きな木が倒れた

り、設備等が破壊され、爪痕を残した。活動の大

半はこれらの撤

去そして回復・

現状復帰に充て

られる。ほとん

どのGは倒れた

野菜や花、倒木

等の処理・整理

に取り組むが、壊れた設備等のチエックに時間を

割いたGもある。だが山の中などまで目が届かず、

次回以降の作業になる。来週から全日作業。 

9月 13日(木）   活動  晴れ  76名＋2名    

 涼しくなり、作業がはかどる。午後からは雨が

予想されたが、天気も持ち、各Gとも秋や冬に向

けての作業に力が入る。台風の爪痕がまだまだあ

ちこちに残り、修復に多くの労力がかかる。シニ

ア関係者 1名、見学者 1名。里山Gは観察路の整

備や水路補修、エコGは野菜の収穫の他、秋野菜・

冬野菜の準備や

施肥、そして景

観Gは彩の森の

草刈りに取り組

む。またビオ班

は池周辺の草刈

り、花班はお花

畑の草取り、パ

ト G は観察路の整備と 3 コースのパトロールを

行う。 
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第二のふるさとアフリカ     

富江 文雄 

私は大阪難波の生まれで、姉 5人がおり、待望

の男子が生まれたとして、難波神社の宮司さんが

文雄という名前を付けてくれたと亡くなった母が

常々言っていた。 

残念ながら 2 歳半、1945 年 3 月の第 1 回大阪

空襲で家（1階でうどん屋を営み 2．3階が住居で

あったらしいが私には一切記憶にない）を焼け出

され、父の故郷である滋賀県に疎開したらしい。

あくまでこれらは後年聞いて知った事。 

自分のはっきりした記憶は小学校 1年から始ま

り、それもほぼ断片的なもの。父親の仕事の関係

で大阪市旭区に住んでいた。大勢の姉に囲まれ、

毎日ひもじい思いをしていたらしい。母方の祖母

が近くに住んでおり、休みの日に買い出しについ

て行った記憶がある。京阪沿線のどこかの駅で降

り、歩いて農家を訪ね、祖母が持参した着物とサ

ツマイモと交換して持ち帰った。その日の夕食は

蒸かし芋だけだった。 

大阪生まれ大阪育ちだが、自分のふるさとが大

阪だと思えない、なぜなら楽しい思い出などが少

なかったからだと考える。 

大学を出て、中小企業と言われる貿易商社に入

ることになるが、これが自分の一生を決めること

になった。2 年目の春に東アフリカ、ケニアから

インド系の若い夫婦が新婚旅行を兼ねて繊維製品

の買い付けに来た。予定では 2か月程度大阪に滞

在するという。会社から一番若い営業ということ

で私に全面的に面倒を見ろという命令が出た。 

旦那（カンティ）と奥さん（アヌー）、共に典型

的なインド人で菜食主義者のカップルが一番苦労

したのが食事で、大阪でも本当のインド食を出し

てくれるところが少なかった。幸い東郵便局の近

くに Fuji Restaurant という店があり、おかみさ

んが面倒見るよと言って、本格的な菜食料理を作

ってくれた ほぼ 2か月毎日だが、日替わりを出

してくれ、本当に助かった。 

旦那は毎日会社に来て、商談するとして、奥さ

んには何をして時間つぶそうかと考え、お茶（裏

千家）とお花（小原流）の短期コースを頼み、女

性社員を付けて通わせた。今なら考えられないく

らい会社もおうようにもてなしてくれたものと思

う。休みには白浜温泉に連れて行ったが、奥さん

が裸になるのが嫌、それでも温泉に入りたいとだ

だをこね、旅館と交渉して何とか水着での入浴を

許してもらった。いよいよ帰国の時になって、別

れの挨拶の時、社長に「冨江を駐在員としてケニ

アに送って欲しい」との要望を出した。入社 2年、

25歳ではまだ若すぎるというのを説き伏せ、その

年の秋に東アフリカに赴任した。以来約半世紀ア

フリカとの関係ができた。なおカンティ は一昨年

ガンで死去（75 歳）、アヌーは元気にロンドンで

娘たちと暮らしている。私がロンドンに行く時に

は必ず旧交を温めている。彼らが住んでいたのが

モンバサ（ケニヤ）に対し、我々の駐在所は隣国

タンザニアの首都ダルエスサラームにあった。私

の役割として北はアデン（イエメン）から南はモ

ザンビーク迄、13か国を巡回して商売をする移動

駐在員であり、文字通り飛び回る生活で、2 年間

もよく持ち応えたと思える程過酷な仕事内容であ

ったが、多様性のある東アフリカの自然（セレン

ゲティのような自然動物園：ただし、四国がスッ

ポリ入る位に大きい）など時間を見つけて楽しむ

ことができた。モンバサには 2か月に 1度は必ず

行くことにしており、そこではカンティ夫妻の所

で泊まり込んで彼らと友好を深めた。 

2度目の東アフリカ駐在はその5年後になるが、

その時は家族帯同しており、次女が生れるなど、

珍しい体験をしたがそれはまたの機会に。 

私のふるさと 
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   里山グループ 

         中井 弘 

◆ならやまの森林整備について                   

近年にない強い勢力の台風 21 号が近畿を縦断

し、建物を倒壊させ、山林や街路樹をなぎ倒した。 

「ならやま」でもシンボルツリーの柿の木やク

ヌギの大木のほか、山林内でもソヨゴ、コナラ、

杉などが根こそぎ倒れたり、幹折れしている。さ

らに枯損木のコナラの大きな枝・掛り木などが観

察路に横たわり、危険な状態になっている。処理

完了には、あと２～３日を要しそうだ。 

連想ゲームではないが、思いつくまま今後のな

らやまの森林整備について考えてみた。間違った

点があればご指摘いただきたい。 

一般的な里山整備は、樹木を抜き伐りして本数

を減らし下生えを刈る「公園型整備」が多い。 

行政は、大径木を残す公園型整備ではナラ枯れ

を助長することになるので、里山では森林の持続

性を重視して①大径木を残さない小面積皆伐 ②

伐採木の資源利用 ③萌芽再生の確認という計画

管理で将来像を意識してほしいとしている。 

たけのこ平の皆伐による萌芽更新の実験林では、

コナラの切り株から萌芽が力強く伸びて来ている。

成長が早いので伐採跡地における他の雑草木との

競争に勝って、確実に次世代の森林でも優占して

いくと思われる。幸いにも鹿による若芽木の採食

も今のところ発生していない。 

一方、間伐だけの地区では、コナラなど高木の

枝葉は茂り、その下でソヨゴやリョウブ、ネジキ

といった低木の広葉樹が繁茂してきている。地表

に光が届かないためかコナラの萌芽は少ない。実

生についてはドングリに養分を貯めこんでいるの

で、ある程度の耐陰性はあるが、定着し若木とし

て順調に成長していくには、光が十分ではない。 

コナラ枯死木の有用活用のため、椎茸の榾木や

薪利用を進めているが、目下のところ薪の販売が

追い付かず薪棚も満杯で、林内に玉切りしたまま、

あるいは伐倒したまま放置されている。 

 林内の環境整備のためにも、販売促進が求めら

れている。 

エコファームグループ 

吉川 公子 

  ◆ちょっぴり“味な話” 

酷暑だったこの夏のならやまから二つの報告を

します。まずは、昨年、あれだけ好評だったスイ

カが、この夏はとても水っぽかったこと。カラス

や盗難除けに“ネット小屋”で囲ったり、ワラや

ビニール袋で日よけをしたりと、手はかけたので

すが、出来がよくなかったのは、やはり異常な猛

暑・高温のせいでしょうか。 

もう一つの話題は、スクナカボチャです。こん

なおいしいカボチャはこれまで食べたことがない

と言っていいほど強く印象に残りました。 

 スクナとは奇妙な名前ですが、漢字では「宿儺」

と書きます。ネットにも紹介されています。岐阜

県高山市丹生川町で自家用野菜として栽培されて

いたのですが、約 20年前、「宿儺カボチャ」と命

名され、市場に出荷されたそうです。 

宿儺というのは、飛騨の国に伝わる伝説上の怪

人「両面宿儺（りょうめんすくな）」のことです。

飛騨から美濃に及ぶ広大な土地を支配したとされ

ています。体はひとつ、顔が二つあるので、「両面

宿儺」と呼ばれたのです。あまりの勢力のせいか

大和朝廷から疎まれ、仁徳天皇の御代に征伐され

た、と「日本書紀」にあります。 

 飛騨地方には両面宿儺の伝説がたくさん残って

おり、毎年、宿儺まつりというお祭りも行われる

ほど地元では親しまれており、カボチャも「宿儺

さんのように親しまれて」と名づけられたとか。 

 飛騨高山の標高の高い盆地の昼夜の温度差と、

乗鞍山麓の湧き水の清流とに育てられ、糖度の高

い、独特の食感を持つカボチャになったようです。 

 煮ても、てんぷらにしても、ほくほくとした食

感と上品な甘さは極上です。地元では、スープや

プリン、アイスクリーム、豆腐にも用います。「宿

儺焼酎」まで造られています。 

青ビョウタンのようで、見栄えはさえませんが、

山里で大切に守り育てられた味には奥深さがあり

ます。酷暑の中にも、こんなちょっぴり“味な話”

がありました。 
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  景観グループ 

         中川 徹 

  ◆ミツバチのこと 

景観グループが養蜂を担当することになり、も

ともと虫が好きな私が立候補しました。昨年の 3

月のことでした。早速、レンコン畑の隣で養蜂を

されている協力者にお話をうかがい、苦労して巣

箱を制作しました。 

実りの森に 8箱、彩りの森に 5箱設置しました。

しかし、昨年は 13 箱の巣箱に 1 匹のミツバチも

来ませんでした。ニホンミツバチの自然入居を待

っていたのです。 

春になり新女王が誕生した群は今まで活動して

いた女王が半数の働きバチを引き連れて新しい活

動場所を求めて飛び出します。分蜂といいます。 

セイヨウミツバチの養蜂は群を購入して始める

ことができますが、ニホンミツバチの養蜂は分蜂

した群の入居をひたすら待つことが出発です。 

分蜂は主に 4月から 6月ごろまでに限られるこ

とですから入居がなければ次の年です。 

自然現象を待つことはつらいものです。今年こ

そはと 3月末から毎日観察していました。4月 19

日の活動日でした。実りの森で除草作業中に巣箱

に数百匹のニホンミツバチの入居を目撃しました。 

感激でした。うれしくて走り回りました。 

その後、彩りの森の

巣箱にも 5月に 2カ所、

6 月に 1 カ所入居があ

りました。現在、4 つ

の巣箱でニホンミツバ

チを飼育しています。 

 ニホンミツバチは日本在来の昆虫であり、樹木

の洞や岩の穴などの空間に 1匹の女王と数千の働

き蜂が生活しています。野山の花の蜜、花粉を食

料としていることで自然界に多大の貢献をしてい

ます。 

 まだ数か月しかニホンミツバチと交流していま

せんが、興味が尽きません。 

 花の少ない冬の生活のために蜜をためています。

もし、貯蓄量が多ければ少しだけいただく予定です。 

パトロールグループ 

           桜木 晴代 

◆時には観察路を歩きませんか 

 8 月 25 日の夏の子ども対象のならやまでのイ

ベントの午後のプログラムは、里山林の観察路を

歩いての植物観察であった。 

 二班に分かれての保護者同伴の観察会。普段、

自然の中を歩く機会の少ない親子にとって、わく

わくするプログラムに違いない。観察路にとって

も一番生かされる機会である。説明に耳を傾け、              

手にした葉を観察して

いる親子。マツボック

リを大切そうに持つ子 

ども。質問も飛び出し

熱心さがうかがえる。 

パトロール班は１０年程  パトロール班は数年

前に守口さんを中心に数人から始まったと記憶し

ている。毎活動日に腕章をつけて歩く姿に目的

は？と思いながら見ていたものである。 

ある日、パトロール班を手伝ってほしいと声を

かけられ、当時花だより担当の一人であった私は

里地の花だけでなく里山林の花についても観察で

きるとの思いで心よく引き受けた。私はいまだに

4 つのコースが覚えられず顰蹙（ひんしゅく）を

かっている。 

 しかし、当番でコースを回る時には、各コース

で、メンバーにより補修された階段、山野草を保

護するための麻ひもの囲い、手すり代わりのロー

プ、コースの標識や木の名札の設置、また倒木処

理や笹刈り等が着実に実施されていることに驚く。

重い丸太や道具を背負って里山林に入り、コツコ

ツと作業が進められているのである。 

会挙げての大きな作業（メインの階段や水路の

改修工事等）は、パトロールグループのメンテナ

ンス班が担っている。 

パトロールグループの活動は目に触れにくい。

作業箇所や内容が増え、各グループが確実なメン

バーを必要としている昨今ではあるが、互いの作

業を理解するためにもグループ間の相互交流など

柔軟さがあっても良いのではないかと思っている。 
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 ならやま虫だより 

         菊川 年明 

◆セセリチョウ 

 秋にはセセリチョウ類が増える。このチョウの

グループは大部分が小型、地味な茶色系の色彩、

胴はガのように太く、射られた矢のように猛スピ

ードで飛ぶという特徴を持っている。 ならやまで

よく見かけるセセリチョウはイチモンジセセリ、

チャバネセセリ、キマダラセセリなどである。 

 セセリチョウはガに近いチョウと言う人もあり、

アゲハチョウ、タテハチョウ、モンシロチョウな

どの大きな１群と分類（上科）を異にしていて、

チョウ全体の中では少数派である（全世界で見れ

ば、ごく少数のもう１群がある）。 

 チョウの英語名は、普通は「バターフライ」で

あるが、セセリチョウに限っては「スキッパー」

と呼ばれている。飛び方に由来するのであろう。

胴体が太く、翅の面積が相対的に小さいから、高

速の羽ばたきが必要で、あのような飛び方になる

のであろう。 

 セセリチョウという名の由来は、ゼンマイ状の

口さきで花をせせる（つつく）ようにして蜜を吸

うことによる。 

 セセリチョウの代表種であるイチモンジセセリ

は、かつては幼虫がイネの害虫とされていた。昭

和 30 年代の半ば頃まではものすごくたくさんい

て、花が隠れるほどにたかっていた。 

 このチョウは、秋にかなり長距離の移動（渡り）

をすることが知られていて、近畿地方では、琵琶

湖方面から南西に移動し、大阪湾付近で分散する

ようであった。私も東大阪市東部で大移動を目撃

したことがあり、数時間にわたって、ひきもきら

ず北東方向から来て、南西方向へ飛んで行った。 

 

（写真はイチ

モンジセセリ） 

 

 

 

  ならやま花だより 

          桜木 晴代 

◆「ならやま」は野の花の宝庫 

 会報誌第177号に掲載した野の花を売る店のこ

とをご記憶の方もおられると思いますが、先日、

気になるので上京の折のぞいて見ました。店内に

は日ごろ見慣れた野の花が花瓶に入れられ、彩り

よく並べられていました。最初に目に入ったのは

キンエノコロ。1本 100円です。他にツルボ・ヤ

ブラン・カワラナデシコ・キンミズヒキ等々。な

んとタラヨウ（ハガキの木）が一枝ウインドウに。

恐る恐るお値段を・・・店主は「うーーん、初め

ての入荷なので。いくらにしようか？？？140

円！」と。葉っぱ一枚のお値段です。                         

 

    店内     店頭のタラヨウ ならやまのタラヨウ 

 

◆エノコログサ 

 誰もが知っているネコジャラシと呼ばれている

イネ科の植物。主な仲間はキンエノコロ・ムラサ

キエノコログサ・アキノエノコログサ・ハマエノ

コロ等がある。イヌアワやアワもエノコログサ属。 

 
 キンエノコロ      アキノエノコログサ 

 エノコログサは漢字では狗尾草と書き、英名で

はフォックステールグラス（キツネの尻尾）と呼

ばれている。尻尾と見たてているところが洋の東

西を問わず共通している。イベントの休憩時間な

どに結んだ指の間から握っている穂を、ニョキニ

ョキとのぞかせる遊びを披露すると子どもたちは

喜び、何で？と不思議がってくれる。一度足元の

穂を抜き試してみてください。 
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８月自然教室だより 

「平城宮跡・燕の塒入り」報告 

 

 辻本 信一 

 

 8月 20日（月）、今年も平城宮跡、大極殿西隣

りのヨシハラにて、恒例の「燕の塒（ねぐら）入

り」観察会を実施しました。 

 厳しい暑さが残るこの時期、今回からは、植物

観察は避け、午後 6時から「燕の塒入り」の観察

のみとしました。 

参加者は、会員 

のご家族を含む 

11名。内 5名の 

方は、今年初め 

ての参加とのこ 

とでした。   

 燕の塒は各地に点在していますが、その中でも

約 2,000㎡のヨシハラを有し毎年数万羽の燕が見

られる平城宮跡は、駅からも近く毎年たくさんの

見学者が訪れる「燕の塒入り」観察の名所となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 午後 6時半を過ぎると、数羽の燕が徐々に姿を

現わしはじめましたが、本番ピーク時の数とは大

違い。はやる気 

持ちを抑えなが 

ら、更に待つこ 

と 15分。この 

頃になると、次 

々に群れを成し 

て集まってきま 

す。      

かなり上空の雲間からも次々と姿を現し、7時

にはピークを迎えました。その時、誰もが発する 

のが「すごい！まるでヒッチコックの『鳥』の場

面を見てるみたい！」の言葉。言い得て妙といっ

たところでしょうか。    

 居合わせた

野鳥の会の方

のお話による

と、ここ数年

は確実に数を

増やし、今年

も 5～6万羽

は飛来してい 

るとのことです。それと新たな情報として、近鉄

線の線路を隔てた南側でも、今年はヨシの刈込み

を控えたため、ヨシハラが残り、そちらにも 1万

羽前後の燕が塒入りしているとか。ますます規模

が大きくなりうれしい気分になってしまいます。 

 今回参加された皆さまの感想は、一様に、「この

素晴らしい自然をいつまでも残したい。大事にし

たい。それにしてもこの素晴らしい光景を、ぜひ、

他の人にもお見せしたい。」ということでした。こ

の自然を守るためには、ヨシハラの保護と節度の

ある観察マナーが求められると感じる一日でした。 

気がつけば日 

も沈み、あたり 

は暗く、大極殿 

のライトアップ 

が映える時間と 

なっておりまし 

た。          

7時 20分過ぎ、 

燕の就寝を見届け、本日の自然観察会も無事終了、

解散となりました。 

 自然教室チームでは、来年も引き続きこの観察

会を継続し、健全な自然環境が維持されているか

を見守って参りたいと思います。 

 まだ一度もこの燕の塒入りをご覧になったこと

の無い方は、ぜひ、次回の観察会にご参加くださ

い。  

【美しい夕暮れにウットリ】 

 

【大極殿のライトアップ】 

 

【迫力満点の燕の飛翔】 

 

【燕の塒はすぐ先に】   【空を見上げ燕待ち】 

 

 

 

【大極殿西隣のヨシハラ】 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP3JSk3JjdAhUJybwKHaJZBG4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gettyimages.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%A1&psig=AOvVaw11UEfL0vaXyYd3spXy9wiG&ust=1535853746824076
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自然教室だより 

「佐保台小学校放課後子供教室」報告 

 

辻本 信一 

 

今年の夏は記録的な猛暑に見舞われ、全国で熱

中症による子供の犠牲者も数多く出ていることか

ら、例年 9月上旬に予定されている佐保台小学校

放課後子供教室の昆虫観察会は、学校からのご要

望もあり、時期を当初の予定から 2週間ずらし、

9月 19日（水）に（炎天下の校庭での昆虫採取は

取りやめその代わりとして）室内で昆虫にまつわ

るメニューを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

参加者は、低学年が 8割以上を占めましたが、

1年生から 6年生までの全学年にわたり、合計 55

名の児童が 6班に分かれて参加してくれました。 

私たちスタッフは（後半のメニューで講師をお

願いした）中村さんを含めて 10名ちょうど。 

佐保台小学校からはコーディネーターのお母さ

んがた 6名が見守りで参加してくださいました。 

当日は予想通り日中 30度を超す暑い日となり

ましたが、終始冷房のきいた広い家庭科室で自然

教室を実施する 

ことができ、子 

供たちの集中力 

も高まり元気い 

っぱいに楽しん 

でくれました。 

前半のセミをテーマにした松ぼっくりの鱗片

（りんぺん）を使った木の台座への自然工作では、

子供たちの自由な発想が昆虫の枠を超えて次々爆

発。どれもこれも想像もできないようなユニーク

な作品ばかりで、見ていてこちらまで楽しくなり

ました。 

幸い材料は人数分以上に準備していましたので、

多い子は 3つ、4つの作品を作ってくれました。 

休憩を挟んでのメニュー後半では、当会会員で

「ならまち糞虫館」の館長でもいらっしゃる中村

圭一さんに講師をお願いし、糞虫を中心に「昆虫

のお話」をご披露いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

中村さんは、長年の念願が叶い、今年 7月に「な

らまち糞虫館」をオープンされました。開館とと

もにマスコミにも数多く取り上げられ、最近でも

新聞やテレビに、ご本人も登場され、紹介されて

いますので、ご存知の方も多いと思います。 

子供たちのみならず私たちも直接珍しい昆虫の

話が聞けるので楽しみにしていましたが、期待通

り、奈良公園で採取されたルリゼンチコガネはじ

め世界中の眩いばかりに光り輝く宝石のような糞

虫が写真とともに次々と紹介され、子供たちの目

も輝いておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

「ならまち糞虫館」の場所は、小西通り（別名

桜通り）をそのまま南に下り、ならまち大通りを

横切り 200ｍほど過ぎた路地を東側に数軒入った

ところです。近くまで行けば看板もあり分かると

思いますので、是非一度、皆様も足をお運びくだ

さい。ただし、土曜・日曜の午後 1時から 5時ま

での開館で、入場料は 300円です。 

中村様、スタッフの皆様、ご協力ありがとうご

ざいました。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

【受付の後みんなで元気に集合写真撮影】 

 

 

 【子供達の豊かな発想が爆発】 

 

【珍しい糞虫の話にみんな興味津々】 

 

【奈良公園の糞虫】   【世界の珍しい糞虫】 
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夏だ！ 休みだ！ 

 里山で遊ぼう！② 
 

羽尻 嵩・小島 武雄  

8月 25日（土）、ならやまベースキャンプで、 

夏休み 2回目の小学生向けのイベントを開催した。 

 この夏は７月から猛暑が続き、7月 21日のイベ

ント運営では、暑さ対策で四苦八苦した反省を踏

まえて、時間短縮でおこなった。 

 当日参加者は、子供 22名、保護者 24名、スタ

ッフ 34名。 

まずは、オリエンテーション、そして暑さ対策

などの注意事項の後、ベースキャンプで集合写真

撮影を行い、さっそく 2班に分かれて、飯ごう炊

さんでカレー作りにとりかかった。 

 ご飯係、かまどづくりと火おこし係、包丁を使

いカレーの野菜準備係の 3グループに役割分担を

決めてスタート。 

各班は、飯ごうが 5個。それぞれ 4合の水を入

れお米洗い、上の線までの水の分量に注意し、ク

レンザー塗りまで、真剣に取り組んでいく。 

野菜切りはスタッフやご家族がハラハラしなが

ら、硬い人参切りを見つめる。 

火おこしは楽しそうだ。ブロックで作ったカマ

ドに薪を乗せマッチで新聞紙に火をつける。煙た

くて熱いが、子供たちは燃え上がる炎に大興奮だ。

手伝いのご家族も楽しそう。  

 

20分ほどで、飯ごうの泡が吹き出していい匂い

が漂ってきた。ひっくり返して少し蒸らすと完成。 

この頃からカレーのいい匂いが漂ってきて、お

腹の虫が騒ぎだす。みんな暑さを忘れていたのか、

麦茶と、梅ジュース、紫蘇
し そ

ジュースで一息する。 

今回は、包丁でのけがもなくスタッフ一安心。 

ならやまの揚げ野菜をトッピングした特製カレ

ーはとてもおいしいと好評で、何杯もお代わりす

る子もいました。 

午後は、いつもの里山遊びの代わりに、自然観

察。お勉強で里山林の観察路に入る。木漏れ日の

観察路は涼しくて心地よい。 

阿部さんと辻本さんのリードで、各ポイントで

の樹木の観察をしていった。 

ヤマコウバシ、タカノツメ、サルトリイバラ、

コナラ、シイタケ、マンリョウ、サカキ、ヒサカ

キなど、子供たちの印象に残るように、図や写真

を交え、面白く話されていた。 

低学年の子には少し難しいところもあったが、

最後のまとめの時の確認の質問には、勢いよくた

くさんの手が上がり、ちゃんとした答えが返って

きていたので、観察会は大成功だと思った。 

 

最後にアンケートに答えて、鹿の折り紙と数珠

玉ブレスレットをお土産にもらって大喜びでした。 
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夏だ！休みだ！里山で遊ぼう！ 

★イベントに参加して 

米山 翔太 

近畿大学農学部環境管理学科に所属しておりま

す、米山翔太と申します。私は奈良県にて絶滅危

惧種であるニッポンバラタナゴ（ペタキン）の保

全を行っています。ならやま地区はペタキンの生

息地として適していることから、奈良・人と自然

の会の皆様と連携して保全に取り組んできました。 

今回は、そんなならやま地区でイベントが開催

されるということで、私たちもスタッフとして参

加をさせていただきました。 

 先日のイベント「夏だ！休みだ！里山で遊ぼ

う！①、②」では、子どもたちと一緒に自然体験

をし、そこにスタッフとして携わることで貴重な

経験をすることができました。「里山で遊ぼう①」 

では水生生物の観察の際に子どもたちが水生生物

に興味を持ち、「○○捕まえた！」と積極

的に報告してくれる姿を見て楽しんでく

れたことを確信できました。また、私た

ちが取り組んでいるペタキンの活動についても興

味を持ってもらえ、日本の原風景である里山で絶

滅危惧種が生息していけることに大きな意味があ

ることが届いていればうれしいです。 

「里山で遊ぼう②」での、飯ごう炊さん、里山で

の自然観察は自分の身近でないことや知らないこ

とを体験できたという面でも、とても楽しかった

です。また、これらを通して、こうした小さい頃

の自然体験は、将来的に大きなものへとつながる

だろうと思えました。かくいう私も小さい頃から

自然と触れ合ってきたことで、環境や自然という

キーワードの大切さを感じることができています。 

最後になりますがこうした機会に参加させてい

ただき、環境教育の現場でスタッフとして関われ

たこと、大変ありがとうございました。奈良・人

と自然の会の皆さまもお世話になりました。これ

からもよろしくお願いいたします。 

鈴木 萌水 

近畿大学農学部環境管理学科の鈴木萌水と申し

ます。私も米山君と同様にペタキンの生息地保全

を行っております。今回、このイベントに参加さ

せていただいたことにとても感謝しております。 

「里山で遊ぼう①」では水生生物の採集・観察

のスタッフとして参加させていただいたのですが、

私たちが実際に保全活動を行っているビオトープ

や保全対象魚であるペタキンの説明を子どもたち、

保護者の方々が興味を持って話を聞いてくれたこ

とが、とてもうれしかったです。今回の体験のよ

うに、絶滅危惧種やペタキンのことについて興味

を持っていただき、啓発活動をしていくことは、

とても大切なことだと改めて感じました。 

ほかにも、カレー作りでは、協力して作ったカ

レーは、普段自分で作るカレーより一段とおいし

かったですし、小学生の時に行ったキャンプを思

い出し懐かしい気持ちになりました。飯

ごう炊さんは、子どもたちにとって普段

なかなかできない体験だと思うので、貴

重な体験になったと思います。私自身も久しぶり

の飯ごう炊さんは、とても楽しかったです。 

また、里山での自然観察では、実際に里山に入

り、植物の説明をしていただいたのですが、木の

名前の由来であったり、似ている植物の見分け方

などを聞き、勉強になりましたし、その植物の昔

から伝わる小話がとても面白かったです。農学部

で植物の勉強はしていましたが、会員の皆さまの

方がとても詳しくて見習わなくてはと思いました。 

このイベントを通して、私自身も自然と触れ合う

ことの大切さ、楽しさを改めて感じましたし、子

どもたちにとっては、成長していく中で、生かさ

れていくのだろうなと思いました。 

最後に奈良・人と自然の会の皆さまには大変

お世話になりました。また、定期的に訪問しま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOjtPR_MDdAhUEgbwKHfxaDzsQjRx6BAgBEAU&url=http://saku.o.oo7.jp/sub2a.html&psig=AOvVaw3vmVhZmsaxwbGWXqZeJByc&ust=1537237011449828
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   時の過ぎ行くままに     

岡田 安弘 

落語は本題に入る前、客の関心をつかむ小咄（こ

ばなし）で始まる。俗称「まくら」または「つか

み」。文章なら起承転結の「起」。ジャズにも「前

唄」がある。親しいジャズ歌手に教わる。「ＶＥＲ

ＳＥ」と呼ぶそうだ。 

 「時の過ぎゆくままに」（As Time Go By）。映

画「カサブランカ」で切なく流れるジャズの名曲

だ。曲名を知らなくとも、主人公が昔の恋人に再

会したときの台詞「君の瞳に乾杯！」は、覚えて

おられる方もおられよう。この曲のＶＥＲＳＥを

訳してもらった。 

 ♪こんな時代だからこそ 世の中に振り回され

ないでね 生きていくうえで本当に大事なことは 

たったひとつ・・・♪ 本曲のテーマは、もうお分

かりですね、「愛」です。 

 来し方行く末を書くつもりだ。題は決めたが、

気になることがあった。怒りやすいのは生まれつ

きなのか、加齢のせいなのか。 

 敬老の日のこと、とってつけたように孫たちか

ら「おめでとう」とメールが届く。年々、頭のお

碗で脳みそが溶け始めている。心の内で「何がめ

でたい！」と叫んでいた。何かと物入りだ、早く

卒業して働いてくれ、留年など許さんぞ。自分が

親にかけた負担は何処へやら、独りごつ。 

 身体のあちこちがかゆい。皮膚科の医者は「老

人性湿疹です」と素っ気無い。ほかに言い方はな

いのか。心で叫んでいた。持参した保険証に「後

期高齢者」とある。人生のラストスパートを前期、

後期などと表現しないでほしい。税金の分納では

あるまい。65歳以上、75歳以上でよい。  

 「え？えっ？」と聞き返すことも増えた。ＴＶ

の音量を家内に注意され、イヤホンを与えられる。

（腹はたったが従う）。 

 「今日は何月何日何曜日？」。認知症検査の最初

の質問らしい。定年後、農業に専念する先輩が怒

っている。「農民にこんな質問はない。季節と朝昼

晩が分かればよい。何日何曜日は関係ないのや！」。 

 私も曜日無関係の日常があった。先輩の気持ち

は分かる。しかし今や、ゴミ出し、料理教室、「な

らやま」。曜日に忠実に過ごす。 

 中学入学のころだったと思う。父親が自宅に友

人数人を招く。酒盛り、宴たけなわ。怪気炎が襖

越しに聞こえる。「時は過ぎ去るものではない。ゆ

っくりと循環するものだ」。大体、こんな文言だっ

た。謎の言葉として記憶に残る。 

 奇妙な言葉が、もうひとつ浮かんだ。「年をとら

ねば若くはなれない」。巨匠パブロ・ピカソが言い

残したそうだ。 

 フランス文学者で稀代の散文家、故杉本秀太郎

の著「京都夢幻記」で見つけた。どういう意味だ

ろう。読み返す。須田国太郎画伯の個展の感想を、

次のように締めくくっている。 

 

 

 

 

 この文章からピカソの気持ちを察するしかない。 

 著者の杉本秀太郎は、江戸時代創業の京呉服商

の当主でもあった。京都で最大と言われる敷地

300坪の町屋で、本人の講話を聞く機会に恵まれ

る。2015年に84歳で亡くなる6，7年前のことだ。

浅学の身、その時はピカソの言葉に気がついてい

ない。著者に意味を聞けなかったのが心残りだ。 

 ピカソの画風は「青の時代」から老境にさしか

かり「再創造の時代」へ。少ない知識をひねくり

回して意味を探る。そのときよみがえったのが父

親の友人の奇声。私は結論に達した。年齢を重ね

てこそみずみずしい感性が生まれる、という意味

だろう。勝手に解釈している。 

 ある集会でスピーチを頼まれた。見渡すと年齢

層が高い。「老いる」と「年齢を重ねる」は大違い

です、と言いたい。そこでピカソの言葉を披露。

皆が首をかしげる。「かみ締めてください。実に味

わい深いですよ。ピカソの絵は永遠に若々しいと

言うことです」。評論家のような我が態度が恥ずか

しくなり、逃げるように演壇を下りる。 

 さて、行く末。これまでのカンバスを白く塗り

なおそう。ならやまの仲間のみずみずしい姿に接

し、描くモチーフが見えてきた気がする。 

 その後の作品には漆器のようなつやに華やぐ

彩りと放逸な形態も新たに加わる。私はピカソの

言葉を思い出していた・・・「年をとらねば、若

くはなれない」。 
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９月歴文研修会・報告 

壬申の乱Ⅱ 

 

塩本 勝也 

 

９月 11日 熱田神宮本殿前にて 

前日までの空模様とは一変、歴文日和となり参

加者 28名全員そろい 8時前に出発した。 

5年前、「壬申
じんしん

の乱の跡をめぐる」で美濃国不破

郡関ヶ原にその遺跡を訪ねた。今回は吉野から脱

出した大海人皇子
お お あ ま の み こ

（後の天武天皇）の関ヶ原まで

の足跡を伊勢、尾張国を中心に探訪した。 

車窓より大和の山々を眺めながら西名阪道を東

に向かう。車内では藤田講師が日頃の研さんの成

果をまとめ、参加者への真摯な説明が始まった。

生駒交通最新鋭のマイクロバスのディスプレーシ

ステムと持込みのＰＣを駆使し、膨大なデータの

中から精選された資料での解説である。7 世紀の

東アジア情勢・白村江の敗戦処理・壬申の乱の経

緯と意義・伊勢、尾張、美濃と古代豪族尾張氏等々

で聞く者に積年の疑問を解かせる内容であった。 

大和を出て伊賀国の積殖の山口で大津宮を脱し

た高市皇子と合流、伊勢国に入り鈴鹿道の封鎖、

朝明郡の迹太川
と ほ が わ

の辺で天照大神遥拝、大津皇子合

流などに思いをはせる。鵜野讃良
う の のさ ら ら

皇女（後の持統

天皇）と皇子等を２ヵ月留めた桑名郡家跡という

北桑名神社を見る。ここから大海人軍は兵力を増

大しつつ関ヶ原・野上行宮に進撃して行った。 

壬申の乱の最大の勝因は、海運、水運、陸路の

要衝を支配する尾張氏一族の力をフルに発揮させ、

バックアップさせたことにある。古代より天皇家 

とは深い外戚関係を築いてきた尾張氏一族の中枢

である尾張国に入る。まずは熱田神宮へ、神官に

出迎えられ全員で本宮参拝。御祭神は熱田大神で

三種の神器の一つ草薙神剣
くさなぎのつるぎ

を御霊代とされる天

照大神である。本宮や日本武尊伝承について説明

をうけ、こころの小径へ。一之御前神社（荒魂）、

清水社は眼と肌に良いと聞いた途端、女性陣でに

ぎわうこと。神官の軽妙な解説を楽しみながら土

用殿、信長塀等々を見て文化殿に入る。ここは宝

物館で御祭神の関係からか,各時代の銘刀がズラ

リと並んでいるのが印象的であった。 

熱田神宮を出て断夫山古墳
だんぷさんこふん

を見る。墳長 150ｍ、

東海地方最大の前方後円墳で、6 世紀前半の築造

と推定。尾張地方に大きな勢力を持った尾張氏の

首長墓に比定されている。尾張連草香
く さ か

か？ 

     

     断夫山古墳を前にして 

博物館では、特別展「海たび」を見る。海を支

配し、やがて濃尾平野全体を掌握する大豪族「尾

張氏」の海民伝承や尾張・知多地方が古代以来一

貫して海に育まれた重要な歴史文化の地域である

ことを知る。常設展では信長、秀吉、家康にまつ

わる展示を垣間見てバスに戻る。 

 旅の最後は小雨に煙る日本武尊の神剣を祀った

という宮簀媛
みやずひめ

ゆかりの氷上姉子神社に参拝した。 

雨の降りだした名古屋を湾岸道で亀山に抜ける。

帰路の大和は夕陽の差す彼方である。車中は杉本

講師の「壬申の乱と万葉集」で、天智天皇・天武

天皇とその皇子と皇女たちを取り上げ、額田王や

許されぬ恋の歌の心情を説明された。古川さんが

犬養節よろしく朗詠、みなさん唱和し歌を味わう。 

バスは予定の 30分遅れで近鉄奈良駅前へ。 

壬申の乱Ⅱのそれぞれの想いを胸に帰途につく。 

それでも熱く語り合う仲間の反省会が続いた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E6%B0%8F
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皆さまからのご応募お待ちしています。

絵画・陶芸・写真・墨絵・手芸作品・パッ

チワーク・切り絵・自然工作など。 

 

▲油絵 15号「箱本館紺屋」 永井 幸次 

▲クラフト「竹灯篭」 田中 克彦 

▲水彩画「比叡の夏」 八木 順一 

▲陶芸「香炉」 坂東 由紀子 

▲陶芸「座り猫」 小島 武雄 



ネイチャーなら・第２０１号（１４）   Oct. 2018 

明るく・楽しく・無理をせず 

活 動 予 定 日  

10 

月 
4（木）11（木）18（木）25（木） 

11 

月 
1（木）8（木）15（木）22（木）29（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 

 

１０／４ 協働作業・アダプトプログラム 

１１ 枯死木伐採・枝の整理 

水路の補修／薪割り・薪材の運搬 

イベントの準備（朝日親と子の自然環境教室） 

１８ ２５  

枯死木伐倒・枝の整理 

水路の補修／薪割り・薪材の運搬 

１０／４ 協働作業・アダプトプログラム 

水田畔回り除草整備 

唐辛子類の撤去、耕耘整備、サツマイモ試掘 

１１ 

水稲稲かけ用竹材準備、野菜畑の除草と追肥 

稲刈りと芋掘りイベントの準備 

蕎麦：そば畑及び周辺除草 

１８ 

稲刈り(佐保台小５年)(北水田) 

茄子の撤去、耕耘整備、野菜畑除草整備 

２５ 

脱穀、籾摺り、野菜畑除草整備 

蕎麦：稲架掛け用竹材の切り出し 

◆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  

１０／４ 協働作業・アダプトプログラム 

整備：彩りの森草刈り整備（トヨタ助成） 

ビオ池：池整備 

花：:秋明菊、葉牡丹移植／山野草園草取り整備 

１１ 整備：彩りの森草刈り整備（トヨタ助成） 

ビオ池：西池生物調査 

花：夏花撤去、ポピー種蒔き 

１８ 整備：BC周辺の草刈り整備 

ビオ池：池整備 

花：昼咲き月見草剪定／花ナス、モミジアオイ撤去 

２５ 整備：実りの森草刈り整備 

ビオ池：池整備 

花：紫蘭園整備・苗移植／山野草園整備 

１０／４ 協働作業・アダプトプログラム 

観察路の笹草刈り／ロープ手すり、丸太階段補修、

銘板取り付け／落枝木の片付け、水路改修 

3コースパトロール、ミーティング 

１１ １８ ２５ 

観察路の笹草刈り／ロープ手すり 

丸太階段補修／落枝木の片付け、水路改修 

パトロールコース：４→１→２  

ならやまプロジェクト

里  山 

エコファーム 

景  観 

パトロール 
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行事案内 Part１

朝日親と子の自然環境教室のご案内 

 戸田 博子 

去年 5 月に初めて迎え入れ、実施しました。 

 シニア自然大学校と朝日新聞社後援で始まった

この行事は、平成 16 年からです。 

 初めはこの名称ではなく、近畿一円の河川及び

周辺の文化を紹介する活動であり、特に親子と

限定しない川の観察会でした。何回か試行錯誤

を繰り返すうちにこの名称に変りました。 

 子供はもちろん親の世代でも、自然にふれあい

ながら遊んだ経験は、あまりない人たちが増えて

います。 

 小学校の授業とは違った面で、海、山、川の自

然を体験してもらい、特別に優・劣の評価はしな

いのが、親や子に楽しい思い出を作るよい機会に

なると思います。 

 参加者は、近畿一円ですが、奈良は少なく大阪

兵庫・京都が大部分です。 

 ＪＲ平城山駅に 10 時に集合し佐保台の住宅を

歩いて到着してみれば、「風の谷ナウシカ」を連想

するこの地は、前回のアンケートでも驚いたと言

う回答がたくさんありました。 

 ならやまは、水道・電気の設備がないという不

利な条件がありますが、水の大切さ、電気を生み

出すエネルギーについても考えさせる良い機会で

もあります。 

 各イベントで、安全かつ丁寧に接してくださる

会員の方がたに今回もお手伝いをお願いします。 

 当日は、稲刈りや里山を体験してもらう予定な

ので、よろしくお願いします。 

日  時：10 月 14 日（日）10：30～15：30 

  雨天のときは 10 月 21 日 

参加人数：親と子 21 組（42 名） 

小学 3 年生から 6 年生の児童と親 

シニア大スタッフ 11 名 

歴史文化クラブ１１月度研修会のご案内 

葛城氏Ⅱ －葛城山麓の史跡再発見－ 

葛城氏は奈良盆地の南西部、金剛・葛城・二上

山麓に広がる葛城の地を支配領域とし、大和王権

と並び立つ勢力を保有した大豪族でした。 

記紀によれば葛城氏は武内宿禰
たけのうちのすくね

を祖とし、そ

の子・葛城襲津彦
かつらぎのそつひこ

は、四世紀後半、神功皇后に命

じられ将軍として朝鮮半島に渡り、大いに活躍を

したとされます。その際、襲津彦が連れ帰った百

済人など渡来人集団は、葛城四邑（桑原・佐糜
さ び

・

高宮・忍
おし

海
ぬみ

）に定住して、大陸の先進技術を伝え、

これが葛城氏繁栄の礎をつくったとされます。 

後に襲津彦の娘・磐之媛は仁徳天皇の皇后となっ

て履中・反正・允恭天皇を生み、葛城氏は歴代大

王の外戚として、権勢を誇りました。 

このように隆盛を極めた葛城氏も五世紀後半に

は大王（雄略）との抗争に敗れ衰亡します。 

近年、南郷遺跡などの発掘で、豪族居館跡や渡

来系遺跡、導水祭祀遺跡などが出土し、葛城氏に

ついての考古学的な研究が進んでいます。 

今回の研修会では、橿考研付属博物館で出土品

や歴史を勉強した後、現地の遺跡を訪ねて葛城氏

の世界に迫ってみたいとおもいます。27 人乗りマ

イクロバスで巡ります奮ってご参加くださるよう

ご案内申し上げます。 

《実 施 要 領》 

1．日 時：11 月 6 日（火）午前 8：00 西大寺南

口集合 雨天決行  

2．コース：橿考研博物館～掖上鑵子塚古墳～白

鳥陵～室宮山古墳～高鴨神社～極楽寺ヒビキ

遺跡～笛吹神社～飯豊天皇陵～鴨都波神社

（遺跡）～西大寺 

3．参加費用：3,500 円（博物館 500 円を含む） 

4．持 ち 物：弁当・飲み物・雨具など 

5．募集人員：27 名（定員になり次第締切ます） 

6．申込み先：青木幸子（メールかBCの申込書で） 

7．担当世話人：中井・西谷・田積・古川代表 

事務局：中井弘 
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行事案内 Part2

佐保台小 5 年生・稲刈り 

 ならやまでの水稲栽培体験学習は、10 年目を迎

えることになりました。子どもたちが 6 月 7 日に

田植えをした水稲は、秋に入り稲穂が次第に成長

してきました。 

 稲刈りを、下記の内容にて実施します。 

◇ 10 月 18 日（木）10 時～12 時 

（雨天の場合は 25 日） 

◇ ５年 1 組 男：13 名 女：11 名 

◇ 水稲の品種：紫黒米「さよむらさき」 

子どもたちが、稲刈りにチャレンジします。会

員の皆さまと一緒になって取り組みますので、ご

指導をお願いします。 

芋掘りイベントと自然観察会 

 今年もならやまではたくさんの農作物を収穫す

る事ができました。その恵みを感謝し、恒例の「芋

掘りイベントと自然観察会」を自然環境教育の一

環として公開イベントで、下記内容で実施します。 

1.日 時：10 月 20 日（土）10 時～15 時 

※雨天の場合は 10 月 27 日（土） 

2. 場 所：ならやまベースキャンプ

 エコファーム、ならやま里山林 

3.参加者：子どもたちと保護者約 70 名 

4.内 容：午前 芋掘り、芋のコンテスト 

 午後 ならやま里山林にて自然教室 

（自然観察会）実施 

※里山林内で自然遊びと自然木の伐採を体験。 

  里山の自然の大切さを学んでいただきます。 

5.持ち物：軍手・スコップ・お弁当・飲み物・運

動靴・服装は長袖・長ズボン・汁わん

（昼食に豚汁が振舞われます。） 

 会員の皆さまは、スタッフとして多数のご参加 

をお願いします。 

１０月自然教室のご案内 

秋の自然観察会 

生駒山の山麓を歩く 

 9 月に予定していました「生駒山の山麓を歩く」

観察会が雨で中止になりましたので、再チャレンジ

いたします。 

大阪自然史博物館友の会副代表の田代貢さんに再

度講師をお願いして、清瀧山大乗瀧寺（通称滝寺）

周辺の自然を訪ねます。 

多くの方のご参加をお待ちしております。 

1. 日時：10 月 15 日（月）10 時～14 時（予定）

雨天の場合は中止となります。

2. 集合場所：近鉄生駒駅中央改札口（出たところ）

3. 持参するもの：弁当、飲み物、筆記用具、あれ

ば図鑑とルーペ

4. 雨天の場合の判断：前日 19 時前のNHK天気予

報で降水確率 60％以上は中止

5. 担当：辻本

▲ 滝寺境内一帯で野生のイノシシ・アライグマが

出没しているようです。十分ご注意くださいとの

こと。またお弁当のゴミは必ずお持ち帰りくださ

いとのことです。 

******************************************** 

＊ ならやま活動 (木) 

11 月 1 日 協働作業の日 

＊ 自然教室 

11 月 26 日（月）秋の奈良公園自然観察会 

＊ 月例研修会 

11 月 20 日（火）龍王山 

龍王山・長岳寺・山辺の道 

＊ 歴史文化クラブ 

11 月 6 日（火）葛城氏Ⅱ 

葛城山麓の史跡再発見 

11 月ならやま活動＆行事予告 
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平成３０年・９月度幹事会報告 

日時： 8月 28 日（火）14:00～17:00 

場所： 奈良市中部公民館 2F学習室 

出席者：21名、欠席者：3 名 

 （議事録よりトピックスのみ） 

Ⅰ 会長挨拶 

 記録的猛暑の中、イベント 2 回に（70 余名のス

タッフ）ご協力へ感謝する。 

Ⅱ 事務局・会計報告 

会員数：169名、7月度会計報告 

Ⅲ 活動・行事関係、課題・懸案・確認事項 

1. ３か月と当月スケジュールの検討と確認

＊台風で蕎麦の播種が遅れた。 

収穫、新蕎麦祭りをそれぞれ１週間延期。 

2. ならやまプロジェクト関係

＊空井戸の蓋の修理が必要。 

＊サマータイムは 9/6まで。 

9/13 より通常タイム実施。 

3. 活動報告と予告：詳細は会報誌掲載

＊月例研修会、自然教室、歴文研修会 

＊里山で遊ぼう！② ：8/25 実施、 

参加者 43 名、スタッフ 36 名 

＊普通救命講習１：9/8（参加予定者 19 名） 

＊里山観察会：10/7（「見つけよう自然の仲間」 

表紙デザイン作成の参考に） 

＊朝日親と子の自然環境教室：10/14（エコG） 

＊芋掘りイベント：10/20（エコG） 

4. 企画委員会報告

＊11月を目処に、新入会員を主に「語る会」 

＊20周年について：記念誌、冠事業を検討 

5. 「見つけよう自然のなかま」編集委員会報告

6. 各種助成金事業について

助成金推進チームの報告があった。

7. ナラ枯れの調査終了の報告

2011年1900本のコナラは、現在半分になった。 

里山林の今後の対応について、 

会全体での取り組みを検討してほしい。 

Ⅳ 広報関係 

会報誌 10 月号編成案承認（18ページ） 

◇ 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（奈良気象台１７時発

表）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。 

お問い合わせ：八木 

  ＊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。 

  ＊臨時活動日を月曜日にすることがあります。 

   （事前に担当役員から連絡します。） 

◆ 自然への畏れ 

古来、日本人にとって、自然は

恐ろしく、不気味で、得体の知れ

ない、人間よりも強く、人間の理

解を超えたものでした。自然は畏れ敬うべきもの

で、その自然を彼らは神に見立てていました。自

然あっての人間でした。 

 昨今、私たちに、自然を畏れ、自然を敬う気持

ちが、薄れてきているのではないでしょうか。 

 近年の異常気象は、科学的には地球温暖化や周

年気候変動などが原因とされていますが、「神の怒

り」のように感じられます。 

 集中豪雨、台風の嵐、地震、異常な猛暑日の連

続など、自然の猛威は止まることを知りません。 

ならやま里山林整備事業に注力していますが、

自然とも仲良く付き合って行きたいものです。 

（行々子） 

 会報誌［ネイチャーなら］・第２０１号 

発行：奈良・人と自然の会 

URL ： http://www.naranature.com 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

編集チーム：青木（幸）、青木（芳） 

千載、戸田、山崎、山中、坂東 

表紙写真 「猛烈！！台風 21 号」 

台風 21号は、奈良市で瞬間最大風速 37ｍを記

録した。ならやま里山林は甚大な被害を受け、多

数の倒木が発生した。 

http://www.naranature.com/
mailto:hennsyuu@naranature.com
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