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ネイチャーなら・第１９３号（１）
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あり、
「いただきます」は、そのことへの「ありが
とう」という感謝の気持ちも含まれている。嫌い
な物もあるかも知れないが、
生き物がいることが、

会長 鈴木 末一

私たちの暮らしと繋がっているということを、
子々孫々伝えていかなければならない。

ある少女の言葉から

感受性豊かで感性が最も磨かれていく幼少期を、
どのような環境の中で過ごしたかによって、逞し

月に 2～3 回ほどしかバスに乗車しない。昨年
末の幹事会の後、
ノミニュケーションで話題殺到、

く生きる力などの人格形成に大きな影響を及ぼし
ていくのではないだろうか。

あーだこーだで議論百出。皆さんの会への思いの

青少年の現状を見ると、多くの人や社会、自然

丈をひしひしと感じ、バス待ちの停留所で頭の整

などと直接触れあう体験の機会が乏しくなってい

理を・・・。

る。特に、情報化や科学技術の進展は、直接経験

お父さんに連れられた小学校低学年の少女と乗

の機会を減少させている。青少年の豊かな成長を

り合わせた。その親子連れは、途中のバス停で降

支えるためには、様々な体験活動の中でも、自然

車したが、少女が運転手さんに「ありがとうござ

体験活動の重要性は高く、幼少期より積み重ねた

いました」と明るく爽やかに言葉をかけて降車し

体験が心に残り、自立的な活動を行う原動力とな

ていった。父親は軽く会釈をして降りていった。

るものと思われる。そして、成長した時に新しい

少女から言葉をかけられた運転手さんは、
「気をつ

公共を支える良き市民に成長してくれることを期

けてね」との返答。

待したい。

その時は、まだ頭の整理中であったが、爽やか

そのような意味合いから、会の理念の一つであ

な微笑ましい会話に、
色々なことが思い出された。

る地域社会への貢献を掲げている。意識的、計画

真っ先に浮かんだのは、
某小学校でのことである。

的に多様な体験活動の機会の充実を図り、思いや

それは、給食の時に「いただきます」
「ごちそうさ

りや心の豊かな人間性や社会性、自ら考え行動で

ま」と、どこの学校でもごく当たり前に行われて

きる力などを培っていくことへの、学習支援活動

いるはずだと思っていた。しかし、その小学校で

について、スキルアップを図っていきたいもので

は、一人の母親から何故「いただきます」と言わ

ある。

せるのか、との発言があったそうだ。

昨秋、高知県立牧野植物園を訪れた。正しく人

「給食費を払っているのだから、そのようなこ

と自然の関係を大切にした安らぎの空間でもあっ

とを言わせるのはおかしいのではないのか」と抗

た。一大パネルに牧野富太郎博士の言葉が、掲げ

議が再三あり、学校側も、それに屈してやめてし

られていた。
「人間はもともと自然の一員なのです

まったという。

から、自然にとけこんでこそ、はじめて生きてい

食前の
「いただきます」
、
食後の
「ごちそうさま」
は、
食事がいただけることに対しての感謝である。
お米は田おこしに始まり、苗代づくりから収穫ま

る喜びを感ずることができるのだと思います」
。
この言葉の持つ意味を私たちは受け止め、次世
代へと伝えていかなければならない。

で、多くの人たちの働きにより頂けると教わり、

また、新春講演会で菅井啓之先生のご講演「自

一粒の米粒でも大切にしなさいと祖父母や両親な

然からいのちのあり方を学ぶ」を拝聴した。身近

どから常日頃仕付けられたのであった。

な自然への眼差しから、全体の自然へと思いを馳

勿論、
お米だけではなく、
食材の全てについて、

せていくことにより、自分自身を変える原動力に

多くの人たちの努力によって提供されるものであ

なり、広がりのある物の見方へと繋がっていくの

るし、野菜や魚など全ての食材、つまり自然や生

では・・・。

き物たちから「大切な命をいただいている」ので

一人の少女の言葉から、
徒然なる思いの一端を。
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のため、サイトはばたばた。両行事とも恙なく終

Monthly Repo.

ならやま

わり、さあ今年も頑張って活動しよう、といった
凛とした雰囲気が漂う。植樹をされた 4 名の会員
の更なる活躍を祈るばかりだ。また、初出式では

八木 順一
12 月 21 日(木） 活動

例年のように餅つきを順番にした後は黄粉餅やお
ろし餅、そして七草がゆも登場。最後には甘酒ま

晴れ 68 名

平成 29 年の活動も今日で終り。大きな事故も
なく無事に活動が終了できたことを喜びたい。半
日の作業だったが好天に恵まれ、各 G の活動のほ
か、全員で迎春準備を行う。サイトでは門松やし
め縄つくりをはじめ、備品の整理や大掃除などが
行われ、本当に美しくなった。また、昼には芋粥
やてんぷ
らも供さ
れた。新
しい、充
実した気
持ちで新
年を迎え

でが供される。本日から新入会員 1 名。奈良市か
ら 2 名の
来訪者あ
り。里山
G は杉の
皮むきや
榾木作り、
エコ G
は支柱用
の竹採り
作業、そして景観 G では竹林の伐採が始まる。ま
たビオ班の池の溝整備や花班の寒肥入れ、そして
パト G の階段補修、とこちらも忙しい一年が始ま
った。

たい。里
山 G は門松の製作や干支の工作準備、エコ G は

1 月 18 日(木） 活動

晴れ 62 名＋1 名

畑のチップ入れや野菜の収穫、そして景観 G は伐

久しぶりに温かい天候に恵まれ、活動にも力が

採竹林の整理を行う。またビオ班はタナゴ池への

入る。今日一番の中身はデッドラインを目の前に

水入れ、花班は花壇の整理、そしてパト G は 1 コ

した松の下草刈りの協働作業だ。あと 2 回の作業

ース巡回と用具整理に取り組む。その他、果樹班

でどこま

はブルーベリーの植え付けを行う。来年は更に多

で進捗す

くの収穫を期待したい。午後からは希望する会員

るのか気

の干支の置物づくりが行われる。

になると
ころだ。

1 月 11 日(木）活動 晴れ 70 名＋2 名

打ち合わ

平成 30 年の活動が始まる。この冬一番の冷え

せでは先

込みになり、サイトも霜で真っ白。それでも 70

週実施さ

名が元気

れた新春講演会の報告や、来週早々に開催される

にサイト

シニア大学校の進路ガイダンスの連絡などが主に

に集合。

なる。里山 G は榾木の作製を中心に、エコ G は

特に朝は

ネット張りや野菜の収穫を、そして景観整備は実

永年継続

りの森のそば畑の石拾いや竹林の整備を行う。ま

会員記念

た、ビオ班は西池の整備を、花班は山野草園の整

植樹、昼

備を、そしてパト G は 4 コース巡回と観察路整備

は初出式

に取り組む。本日から新入会員 1 名。
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里山グループ

エコファームグループ

山本 隆造

吉村 さつき

◆ならやま産椎茸の原木栽培
１．原木作り
新しい年を迎え里山グループは椎茸のほだ木作
りです。昨年 11 月下旬に伐採し、そのままの状
態で置いた直径 15cm～20cm のコナラを使います。

◆工夫と挑戦
今頃のならやまは静かで清らかな感じがします。
収穫後の畑では、腐葉土を大量にすき込み、畝を
整え次の野菜の植え付け準備を終えました
おいしい野菜を作るため、ボカシ作りも大切な

切り倒したまま置くのは、木の葉を枯らしながら

作業です。米ぬか、堆肥、発酵促進剤、水をよく

水を抜き、中の水分量を椎茸菌の繁殖に適したも

混ぜ、容器に隙間なく詰め込み密封し発酵熟成さ

のにするためです。これを長さ 1m に玉切りし原

せます。有機栽培に欠かせない万能肥料です。故

木とします。今年は 250 本程作成予定です。

池田敬二郎さんから作り方の講習を受けたことを
懐かしく思います。
隣では 11 月に蒔いたエンドウ、スナップエン
ドウ、ツタンカーメンが 10 センチほどに成長し
ました。支柱を立て、網を張り、寒気で苗が弱ら
ないように藁をかぶせます。ツタンカーメンはエ
ンドウ豆の原種とい
われています。成長
するとさやは紫色を

２．植菌
植菌作業は子供たちを集め毎年恒例のイベント

していますが、豆は
緑色で豆ご飯にして

として実施しています。今年は 2 月 24 日（土）

保温のまま数時間置

開催予定です。ならやまでは木片（駒）に椎茸の

くとお赤飯のような色になります。エジプト王家

菌糸を培養した「種駒」を使用します。電気ドリ

ツタンカーメンの墓から発見されたというロマン

ルで縦方向に 15cm 横方向に 4cm 程度の間隔で千

あふれる豆です。5 月頃の収穫をお楽しみに。

鳥状に穴を開け、種駒を木槌で打ち込みます。
３．仮伏せ

11 月に菜花の種を蒔き、乾燥やアブラムシなど
の飛来から守るためトンネル栽培をし、春の訪れ

植菌が終了した原木は井桁に積んで仮伏せし、

を告げる花が元気に育っています。若くて柔らか

種駒の菌糸を原木にしっかり活着させます。原木

い花茎、葉、蕾を食用にします。ほろ苦さはあり

に椎茸菌が蔓延したものを
「ほだ木」
と呼びます。

ますが、茹でると甘みが増し、おひたしやあえ物

４．本伏せ

にするととてもおいしい食材です。油との相性も

ほだ木は梅雨の高温多湿を避けるため、梅雨前

よくベーコンと炒めてもおいしいです。ビタミン

に林内の生育環境の良さそうな場所に本伏せしま

の含有量はトップクラスで病気に対する免疫力を

す。植菌から２夏経過後の秋、最低気温が 15℃を

高めます。女性に嬉しい美肌効果もあります。

下回るようになると椎茸が発生し収穫できるよう

エコファームでは今年は自家採種に挑戦します。

になります。その後 3～4 年は毎年秋から春にか

果菜、葉菜、根菜とそれぞれにあった種の取り方

けて収穫が期待でき、ならやまほのぼの市場の人

があるそうです。元気な作物から良い種が採取で

気者となります。

きると思いますので、皆でおいしい野菜作りに励

昨秋は発生時期に雨が少なかったためか、寒波
到来が早かったためか、いつも品不足でしたが。

み、喜んでいただける収穫物をお届けしたいと思
います。
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景観グループ

パトロールグループ

山中 笙子

山本 美智子

◆パトロール REPO
花組は、いつもは大体 4～6 人ほどで活動して

今の時期は、落葉樹の葉は散り落ち空がよく見

います。主な作業は草取りで、メンバーは本当に

える。林の中の見通しもきく。カシノナガキクイ

感心するほど根気よく、作業後きれいになった花

ムシの被害木の無残な姿がパトロールコースのあ

壇を満足顔で眺めます。時には、花木の柵作り材

ちらこちらで見られる。昨年は里山・景観グルー

としてまっすぐ伸びた竹を伐ることもあります。

プの協力のもと伐採と後始末が行われた。まだま

やろうと思えば、か弱き女性でもできるのですね。

だ倒木の心配や、寄りかかりの危険木もあり、今

青竹でこしらえた柵や、たまに工夫した紐結びは

年もその対応が求められる。

花木の品格をアップさせ、私たちも惚れ惚れして

一方、昨年は観察路の整備、補修に努め、丸太

「なんてきれいな！」と自画自賛することもあり

階段やロープ手すりの改修、新設に終始した。ま

ます。

た、荷揚げ作業へと分担したが、男性群には全く

しかし、この女子力を以ってしても、どうにも
ならないこともあります。それを実感させられた
のが、昨年秋のギボウシ植え替え作業でした。シ

敵わない。プロ化した熟練と手際よい作業に敬意
と感謝の連続でした。
さて、1 月 11 日初出の日のパトロール。新装

ェードガーデンのギボウシが、伸びたミョウガに

改道？の観察路に出発。寒中ながら風もなく快

覆われ陽が当たらず花が咲きませんでした。そこ

晴。木漏れ日が暖かく感じる。千両とショウジョ

で救出作戦としてギボウシを掘上げミョウガの根

ウバカマの下草刈りをする。真っ赤な実をつけた

を取り除き、土壌改良の為、地面を 30～50 ㎝掘

千両の二つの株の周囲に伸びた笹やサルトリイバ

り下げることに。ここで男性の出番！景観グルー

ラを刈り取る。一年前より立派に一回り大きな株

プ 8 人位の草刈り隊が、残暑の中、土壌を掘り下

に成長している。実生からか、双葉や幼木が付近

げ更にそこへ真砂土を「暑い！しんどい！腰が痛

に育っているのを見つけ嬉しくなる。また、保護

い！」の言葉を笑いに紛らわせながら運び入れて

をしていた日蔭の傾斜地で笹を刈ると、湿地の濡

くださいました。
強力なる男伊達のいい皆さんに、

れた落ち葉に埋まるようにショウジョウバカマの

改めてありがとうございました。お陰で数か月が

緑色の葉が群れを作るように、あっちに、こっち

かりの植え替えを終えることができました。

に見えてきた。4 月には名前の由来の猩猩に似た

考えてみれば、一昨年皆さんに喜ばれた皇帝ダ
リア、風船カズラなどの背の高い支柱、アダプト
プログラムで購入した角材で新調されたハボタン
花壇の囲いなど、すべて男性の協力によるもので
した。この会員同士の助け合い、協力こそが今日
のならやまを作ってきたのだと思いました。

という桃色の小さな花を見せてくれることを楽し
みに「春よ早く来い」と帰路についた。
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ならやま虫だより

ならやま花だより

菊川 年明

◆ならやまの昆虫の味

桜木 晴代
12 月号ではならやまのシンボルツリーになる
と思われるメタセコイアについて紹介しました。

＊イナゴ

今回はラクウショウ（落羽松）です。

昆虫食と言えば「げてもの」というイメージが
つきまとうが、イナゴは昔からの食べ物で、今で
もデパートの食品売り場で佃煮が売られている。
イナゴには独特の風味があって、私にとっては秋
の楽しみの一つである。佃煮の市販品は、後ろ脚
のとげとげの部分を取り除いていないので少し食
くので食べやすい。イナゴは 2 種いるが、ならや

＊ラクウショウ
（別名：ヌマスギ）
・原産地：北米

まに普通にいるのはコバネイナゴである。

・＊原産地では高さ 50m、 ならやまの

べにくいが、自家製ではこの部分を丹念に取り除

ラクウショウ

直径 3m に達する

＊サクラケムシ

・葉は長枝ではらせん状に、下部では羽状に互生

サクラケムシはモンクロシャチホコという中型
のガの幼虫（毛虫）で、
「げてもの」扱いは免れな

・沼地や湿地などでは、膝と呼ばれる気根が発達
下の写真は今月の 14 日に長居植物園にて撮影

い。盛夏の頃、サクラの木に群がって葉を食い荒

したものです。葉がまばらに残り、実が残ってい

らし、木の下は糞で紫色に染まる。体色は黒に近

る樹もありました。
（ラクウショウは私市の大阪市

い紫色、白い毛が生えていて不気味であるが、素

立大学理学部附属植物園・馬見丘陵公園・万博公

手でつかんでも大丈夫である。ならやま BC のサ

園でも観察できます。
）

クラの木にもよく発生している。この毛虫の食味
は昆虫食愛好家の間ではすこぶる好評で、逸品で
ある。焼いたり、炒めたりするとサクラの葉を餌
にしているためか、桜餅を思わせる風味がある。
いくら美味でも所要量の確
保がむずかしければお話に
気根

ならないが、この虫は逃げ
足に心配はなく、しかもた

ラクウショウ樹形

いてい集団でいるので採取
には苦労しない。

調理済みのサクラケムシ

＊テッポウムシ

＊2017 年のジュズダマの収穫量報告
昨年は活動日ごとに熟し
た実を採取。今年は全てが

テッポウムシはカミキリムシ類の幼虫で、頭の

熟したと思われる時に刈り

大きい、白いイモムシである。樹木や竹材の中に

取り採取。そのため先に熟

入っていて、薪割りなどをしていると出てくる。

した実は落下。⑤は落下し

焼いたり、炒めたりして食べるとたいへんクリー

た実を拾い集めた物。皆さ

ミーな食感と味で、昆虫食としては太鼓判の味で

まのご協力のお蔭で昨年を上回る収穫量となりま

ある。しかし、あまり捕れないのが欠点である。

した。大いにご活用ください。

①～④手摘み、⑤落下、
⑥柵外（左から①〜⑥）
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やさしい病害虫講座 ３０
バラの病害虫―２

Feb. 2018

めてころっと落下する習性があるのでなかなか姿
が見られません。
新芽や蕾の基部に穴を掘るように頭を突っ込ん
で食いかじりますので、そこから先の部分は萎れ

木村 裕

て枯れてしまいます。一匹の虫がつぎからつぎへ
バラにはいろいろな病気や害虫が発生するので、 と新しい茎に穴を開けるので被害は予想外に大き
立派な花を見ようとすれば病害虫の防除は必須で
いです。
す。また、定期的な枝の切り戻しなどの栽培管理
にも手が抜けません。その代り、手入れがよけれ
ばそれなりの見返りがあります。

◆イバラヒゲナガアブラムシ
春、新芽が開いて枝が伸び始めると真っ先にや
ってくるのがこのアブラムシです。新芽、新葉、
蕾などに数百匹の小さな緑色の虫がデモ行進をし
ているかのようにぎっしりと並びます。尾端から
大量の粘液状の排泄物をまき散らすので、葉には
ねばついた液が付着して光り、かつ二次的にすす
病菌が繁殖するので葉は黒く汚れます。
たくさんの虫が一斉に汁を吸うのでバラにとっ
てはかなりの負担となっているはずですが、枝枯
れなどの目に見えるような被害はありません。
食べ物については好き嫌いが顕著で、栽培のバ
ラ、ノイバラ以外には寄り付きません。

萎れ被害を見つけたら、その下にお皿のような
受け皿を配置したのち被害部に手を触れると黒っ
ぽい小さな虫が落下してきますので捕らえましょ
う。もし虫を捕まえたらよく観察してください。
頭の先がゾウの鼻のように長く突き出しているの
が特徴です。

◆ニホンチュウレンジ
緑色のアオムシが 5～6 匹の集団をつくって新
葉をかじっています。いつも体を曲げているのが
特徴です。
姿はアオムシですがハチの仲間です。幼虫が葉
っぱを餌としていることからハバチという名前が
ついています。成虫は刺す針はもっておらず、巣
もありません。いつも単独で葉上をふらついてい
ます。

ときどきこの虫の集団の中に灰色のウジムシが
紛れ込んでいることがあります。これはヒラタア
ブと言う正義の味方で、アブラムシを片っ端から
食べてくれていますので、決して潰さないように
してください。

◆クロケシツブチョッキリ
春新芽が伸び始めた頃に発生する害虫ですが、
体が小さいことと、人の気配に気づくと手足を縮

幼虫を見つけしだい捕まえましょう。毒はあり
ませんので怖がらずに。
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くよう母親からやかましく言われた。このため

私のふるさと

か、私は今もすり足気味に歩く。女房からは、
「変な歩き方」と馬鹿にされている。冬の話が長

山崎 治
山崎 治
出身が札幌と話すと、
「いい所ですね」と言わ

くなったが、春・夏・秋は短く、正にあっという
間に通り過ぎる。それがまた四季の移ろいを鮮明

れる。食べ物がおいしい。空気がおいしい。夏は

にして、どこか物悲しい札幌の魅力となっている。

涼しく、四季もはっきりしていて過ごしやすい。

札幌は人工都市といわれる。日本には希な人工

街並みが綺麗。道路も住環境もゆったりしてい

都市が２つあるそうだ。１つは明治維新後、北海

る・・・・etc。確かに、いい所と思う。出身者

道開拓の中心拠点として、アメリカをモデルに作

として、褒められて悪い気などするはずもない。

られた札幌。もう 1 つは中国をモデルに作られた 2

しかし、私にとっての札幌は少し違う。

千年の歴史を誇る京都である。全く違う都市では

私は昭和 28 年に札幌で生まれた。以来高校卒

あるが、外来の文化を参考とし、取り入れながら、

業まで、札幌で育ったが、私の年代で札幌生まれ

日本的に独自な文化・文明を構築してきたという

で札幌育ちという人はめずらしい。今でこそ人口

点では共通するものがあるように思う。碁盤の目

196 万人の大都市も私の生まれた時はまだ 22 万

に区画された市街地を始め、札幌は全てが計画的

人だった。北海道の人口はこの頃 450 万で、今

に作られてきた。北日本最大の歓楽街「すすき

が 550 万であるから、いかに札幌への一極集中

の」の前身である遊郭も例外ではない。遊郭はそ

が進んだものか、感慨もひとしおで

の後、白石という所に場所を移した

ある。札幌は転勤も含め、転入して

が、
「すすきの」は北の都、札幌のシ

くる人が多く、この為か、とにかく

ンボルとして発展を続けた。もちろん

私の小学校の友達に札幌生まれはい

私にとっても・・・・。

なかった。

北海道は歴史が浅い。これは、どさ

ご存知の通り、その後札幌は昭和

んこ（北海道人）にとって劣等感であ

35 年、50 万突破を皮切りに急拡大

る。クラーク博士の「青年よ大志を抱

し現在に至る。何処の地域も同じと

け」はあまりにも有名であるが、この

は思うが、50 年昔と比べるととても

言葉はどさんこにとっては、学生に対

便利で快適になり、豊かになった。

してではなく、歴史も、何もない所か

しかし、ある程度歳を重ねた者にとっての「ふる

ら開拓の精神で立ち向かっていくどさんこ全員に

さと」は幼い頃の郷愁の中にある。私の子供の頃

向けたエールである。

の札幌に触れてみたい。
今は何処も温暖化で、札幌の夏もずいぶん暑く

最後に、北海道の先住民族アイヌについて少し
触れたい。明治維新前後の北海道の人口約 12 万

なったが、子供のころはお盆を過ぎると、肌寒か

人の内、アイヌ人は 2 万人であったが、その後

った。札幌は冬が長い。半年近く雪に埋もれた生

アイヌ人はほとんど増えていない。私たちが開拓

活だ。雪は今より多かったし、何より今とは除雪

者精神溢れる「どさんこ」としての誇りを持つの

の環境が全然違うので、雪は高く積もってゴール

は悪い事ではないが、発展の犠牲となってきたア

デンウィーク近くまで解けない。子供は風の子、

イヌ人の存在を忘れてはいけない。

「かまくら」や「雪の要塞」
、
「雪の土俵」など雪

平成 30 年は「北海道」と命名されてから、ち

遊びには、事欠かなかった。ただ毎年の事だが、

ょうど 150 年となるそうだ。命名者である松浦

雪解けの時期は大変だった。当時は舗装道路がま

武四郎はアイヌの人々が北海道で安心して暮らし

だ少なく、雪解け時期は道路が泥沼状態だった。

ていけるようにしたい、という強い思いを持ち、

自動車がまだ少なかったことが救いか。

行動した人物であった。

この時期、歩く時は（もちろん履いているのは
ゴム長靴）
、泥でズボンを汚さぬよう、そっと歩

札幌から北海道へ話が拡がってしまったが、ふ
るさとの昔に想いを馳せてみた。
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感動のあまりその余韻はいつまでも残り、
「見た」

自然教室だより

「見た」
「見た」とみんな興奮状態。その間もムサ
辻本 信一

サビの大きな鳴き声は止まず、どの辺にいるかは
まだ見当がつく。
「また飛ぶぞ」
「また飛ぶぞ」と

12 月・冬の奈良公園 ムササビ観察会 報告
12 月 25 日（月）午後 4 時、本格的な冬を迎え
一段と寒さを増したこの日、ムササビの雄姿を一
目見ようと近鉄奈良駅行基菩薩前には、13 名の参
加者が集まった。
当日は朝から
小雨がぱらつく
あいにくの天気、
参加者も数人では 【行基菩薩像前に集合】
と危惧していたが、たくさんの参加者を得て勇気
百倍。早速、観察ポイントと思しき東大寺鏡池東
側にみんなで移動。ムササビが活動を始める日没
までは鹿への餌（ドングリ）やりで時間つぶし。

皆で木の上を注視。すると今度はもと来た杉に更
によく見える格好で飛行。完璧に見たと言う人も
出てきた。30 分ほど後、
「もうお開きにしましょ
うか？」と言っていたら、今度は別のムササビが
我々の後ろから飛来。同じ杉の木に飛びつきその
ままするすると駆け登る。木の上ではこちらを観
察するかのように赤い目を光らせているのがしっ
かりと確認することが
できた。
運よくムササビに出
会えた私たちは、身近
にいるというだけでう

【ムササビ発見】

れしい気持ちにさせる不思議な動物の存在を実感

雨がひとしきり降った後、午後 5 時以降は風も止

し、満足のうちに観察会を終了した。

み条件は整った。雨上がりの無風状態は吉なのか

帝塚山小学校アフタースクール

凶なのか初めての事で分からないが、風の強い日
にはムササビは飛ばないと聞く。
3 班に分かれ網をはり待つこと約一時間。大仏

大渕池公園自然観察会 報告
自然教室チームでは、ボランティアインフォメ
ーションセンターの紹介で帝塚山小学校 1、2 年

殿参道で「ギーギー」とも「ジージー」ともとれ

生対象のア

る大きな鳴き声を耳にする。カラスやカエルでは

フタースク

ない。まして虫の鳴き声でもない。昔の人がこの

ールより依

声に「鵺（ヌエ）
」の鳴き声を感じたというのに納

頼を受け、

得がいく奇妙な声。その声の方に歩を進めると、

12 月 19 日

東大寺ミュージアム北側の小川沿いに生える大き

（火）大渕

な杉の木に行き当たった。それでも 15 分、
20 分、

池公園にて

鳴き声ばかりで動きは見られない。
すると近くを境内警備の方が通ってこられた。

【大渕池公園自然観察会】

自然観察会を実施した。これまでこの種の観察
会は、先方経験なく、参加した 13 名の子供たち

「今日あたりムササビは見られそうですか？」と

も大喜び。葉っぱへの字書き、葉っぱ笛、ドング

尋ねると「さっきからよく声がしてますね。でも

リの話に興味津津。真剣に話を聞いてくれ、こち

飛ぶ姿はなかなか見ません。私もこれまで一度見

らもついつい熱が入りました。

たきりです。
」のご返事。それには一同ガッカリ。

1 時間半ほどの時間はアッという間に過ぎ、最

するとどうだろう、その話の最中に黒いものがサ

後に定番の鹿の折り紙をみんなにプレゼント。こ

ーと杉の上から隣の木に下降。東大寺ミュージア

ちらも大変喜ばれ、
好感触を得て、
これからも度々

ムの建物の壁がスクリーンの役目をし、ムササビ

お願いしたいの声を受けました。

の姿をしっかりととらえることができた。大きさ
は小学生が使う座布団ほどか、意外と大きい。

子供たちの喜ぶ姿に寒さを忘れ、元気をいっぱ
い貰い、楽しい一日となりました。
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くる場所の意）の山」のみむろは酒のもと（諸味・

１月度歴文研修会報告

醪）の意味である。

大神神社初詣と三輪山登拝

ここで、古川さんの古事記・日本書紀の解説が
始まり、寒さに震えながら拝聴した。

坂東 久平

日本書紀によれば、
「崇神八年十二月二十日 天

おおみわじんじゃ

1 月 9 日、会の行事として大神神社の初詣を行
った。当日は寒波の来襲で寒気が厳しくお天気も

皇は大田田根子に大物主神を祀らせた。この日、
活日は神酒を天皇に奉り、歌を詠んでいうに、
「此酒 我酒非 倭作大物主 醸酒 幾久 幾

心配されたが、27 名の参加があった。
ＪＲ三輪駅前で、古川代表から新年の挨拶とス
ケジュールの紹介があり、大神神社へと進んだ。

久」
（此の神酒は私の造った神酒ではありません。
倭の国をお造りになった、大物主神が醸成された
神酒です。幾代までも久しく栄えよ 栄えよ）
」と
ある。
さ い じんじゃ

狭井神社に参拝し、三輪山登拝に入る。前日の
雨で足場が心配されたが、体力面で自重した 3 名
を除き、24 名が「三輪山参拝証」の襷を首にかけ
て 10 時 45 分出発した。

大神神社のご神体は、御諸山（三輪山）に鎮座
はらえ ど じんじゃ

している大物主神であるとされている。 祓 戸神社
の前で手を清め、拝殿でお賽銭を上げ、思い思い
のお願いをした。
一同は拝殿に上がり、お祓いを受け「奈良・人
と自然の会」の安寧を祈願した。巫女さんの鈴の
音が拝殿に響き、清々しい気持ちであった。お祓

滑って怪我をしないように足首の柔軟をして、
先頭冨井さん、しんがり福田さんで出発した。
途中三光の滝で休憩を取り、3 名はそこで下山
いわくら

いの後、
拝殿の奥の三ツ鳥居の前まで案内をされ、

したが、残りの 21 名は中津磐座・高宮神社など

神主さんから神様のお話などを打ち解けて拝聴す

急な坂道へと進んだ。雨の後の滑りやすそうな木

ることができた。ご神体が山であることは、古い

の階段、
ゴツゴツした岩肌、
クネクネした木の根、

形式のもので、春日大社も御蓋山がご神体であっ

全く気が抜けず、
急坂を喘ぎながら一歩一歩登り、

たが、今は下の神殿に遷っており、大神神社だけ

大物主大神の奥津磐座（467ｍ）には 12 時頃着い

のようである。初めての事で一同感激。

た。この磐座は神聖な場所で神秘的であった。

お神酒を戴き拝殿をあとにする。参道を歩いて
いく ひ じんじゃ

さかびと

お き つ いわくら

しばらく休んで清々しい気持ちで出発、急な坂

活日神社に参拝した。ご祭神は、大神の掌酒とな

道を注意しながら下山し、全員が無事に怪我もな

った高橋活日命で、記録に残る日本最初の杜氏と

く登拝できた。これも、皆さまのご信心のお陰だ

される。酒造り

と思う。きっと今年も「奈良・人と自然の会」の

は大和の三輪が

活動は順調で、メンバーも怪我なく健康に過ごせ

発祥の地といわ

ることだろう。

れており、
「美味
みもろ

なおらい

いく ひ

福神堂での直来は、活日ゆかりの今西酒造「三

し酒、御諸（み

諸杉（みもろすぎ）
」で幸せな気分とな

もろ又はみむろ）

り、反省会も大いに盛り上がり、めで

（神の降下して

たくお開きとなった。
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平成 30 年新春初出式

永年継続会員

記念植樹式

八木 順一

水本 遼眞

新しい一年の活動が始まった。しかし、この冬

「あなたが『奈良・人と自然の会』に継続 10 年

一番の冷え込みになり、サイトも霜で真っ白にな

在籍した証の記念植樹をします」と会長から出席

った。それでも 70 名が元気に集合。特に朝は永年

要請のメールをいただき、電話までくださり恐縮

継続会員記念植樹、
昼は初出式が予定されたため、

した。「出席します」と返事したが、今朝は、さす

サイトは、ばたばたの状態が続く。しかし両行事

がに冷え込みが厳しく、躊躇した。

とも無事に恙なく終わり「さあ今年も頑張って活

「実りの森」の山畑で、10 時より会員の見守る中、

動しよう！」といった凛として希望に満ちた雰囲

辻本事務局長がセレモニー進行、久しぶりに辻本

気が、会員の間に流れるのが実感できる。

さんの元気な声を聴く。
畑の西側の日当たりのいい場所に、用意された

初出式では例年のように餅つきを多くの会員が
順番に行う。特に最初のうちは元気に杵を持ち上
げ、勢いよく臼に振り下ろしていた会員も、最後
には腰も
定まらず、

紅白のテープを巻いたシャベルを使い、高さ 2m
くらいの「富有柿」1 本の苗木を植樹した。
その後、阿部顧問により、手際良く支柱が立て
られ、結束し仕上がり、植木職人もかくやと思わ
れる出来栄えとなった。

ふらふら

同時に、

の状態が

用意されて

続 く 。

いた、今日

誰 も が

の植樹式主

「今から

客 4 名の名

ウ ン 10

前を刻んだ

年前には 10 や 20 個の餅はどうってことなかっ
た」という思いも、本当に今は昔話になってしま
ったようだ。しかし、それでも無事に餅は搗きあ
がり、おいしい黄粉餅やおろし餅に変身。会員の
驚くほど
の食欲の
前に次々
と消えて
ゆく様子
は壮観だ。
この日一
日でもち
米八升、四臼の餅が搗かれた計算になる。最後に
は、ならやまで採れた七草を使ったかゆや甘酒ま
でが登場。満腹になった参加者
の お口直しになったのではな
いだろうか。

銘板（耐久
性のある栗の板）を吊り下げた。
余談だが、3～4 年前の夏、暑い日、ここで伐
採した杉の丸太を、製材所へ搬入するため、業者
のトラックに積み込む作業を、阿部顧問、藤田前
会長と手伝った。
大して働いていないのに、暑さで、汗まみれに
なり、バテ気味になりかけ、休憩時に藤田さんが
くれた、冷たい水のおいしかったこと。
諺で、実をつけるのに、桃、栗 3 年、柿 8 年と
いわれるが、今日植えた富有柿は、すでに接ぎ木
してあるので、来年にも実を付けるそうである。
これからは、会のモットーである「明るく、楽
しく、無理をせず」に、私には「勝手次第お構い
なし」を追加してもらって、この銘板が朽ちるこ
ろまで、
「ならやま整備」活動に参加できたらい
いなと思っている。

ネイチャーなら・第１９３号（１１）

新春講演会 報告
小島 武雄

Feb. 2018

末。ホワイトボードには記号や、図やら、象形文
字まで、
丸や四角さらに赤に埋め尽くされました。
先生は、私たちの周りのごく身近な事柄を取り上

日 時：平成 30 年 1 月 13 日（土）

げ、そのことを根本まで掘り下げて分かり易くお

午前 10 時～12 時

話してくださり、その物の見方をまた新たにする

場 所：奈良市生涯学習センター3 階学習室

ものでした。どれもとても大事なお言葉でした。

演 題：
「自然からいのちのあり方を学ぶ」

以下は聴かれた方でないと本当の意味はよく理解

聴講者：58 名（会員 50 名 外部 8 名）

できないと思いますが、心にしみわたるお言葉を

講 師：菅井啓之先生

記入しました。

京都光華女子大学 こども教育学部教授
当日は厳しい寒さにも関わらず、皆さま次々と
来ていただき会場はほぼ満席になりました。
鈴木会長より、
「昨年の研修旅行で行った、高知

＊同じ活動をしていてもその内に、中身の濃い質
が問われる。＊体験しても忘れていくので経験に
してそれを体現までもっていく。＊自然を観察す
るのは命の営みを見ることで、見えない物を見る

県立牧野植物園

意識を持つ。＊ドングリは生きている、中の虫の

記念館の牧野富

命、芽が出て、やがて森を作るのに。＊日々の活

太郎先生のお言

動その奥にあるものを掴み進化させる、実感を持

葉（人間は、自

って。＊個ではなく、全体を実感しその命の意味

然の一員なので

に目覚めて。＊命をいただきます、感謝ではなく

すから自然と溶

湧いてくる心が大切。＊木➩本➩本質➩根本（木

け込んでこそ初めて生きている喜びを感じる）と

の根が大事）見えないものを見て。＊皮➩肉➩骨

ありました。私は特に幼少期の自然へのふれあい

➩髄（コツを掴む）何が本当か見極めて。＊導く

体験が後々の人格形成に大変大事であると思いま

人の知識でなく、その人の自然に対する姿勢、生

す。
本日、
菅井先生にお話をしていただくことで、

き方を見られている。＊日、月、火、水、木、金、

私たちの公開イベントや校庭学習会などの活動を

土、の木は他とどう関わるのか。＊雑木林には自

進化させることができると考えます」との挨拶。

然の浄化作用、清らかに、自然の塊、そこに自分

先生の経歴と著書の「いのちと出会う自然のさん

もいる。他に、幼稚園の子たちの散歩のあり方や

ぽ」
「ものの見方を育む自然観察入門」
「美しい心

その先生たち、刺されたダニから自然界全体への

を育む自然観察」などの紹介がなされ、いよいよ

バランス、難しいですが感化・薫習の学び、また

講演が始まりました。

「奈良・人と自然の会」は奈良・人＝自然の会で

シニア大卒業生には、いつもの先生の清々しい

は？など、たいへん興味深い、盛りだくさんなお

笑顔で一気にお話に引き込まれます。資料は裏面

話がありましたが、1 時間半で時間切れに。質疑

いっぱいの樹木イラストが描かれたものと手書き

応答の後、森副会長より先生へのお礼挨拶にて平

と思われる大きな文字の書かれた A3 の用紙 2 枚。

成 30 年新春講演会は終了しました。爽やかな満

先生はパソコンを使われずに、壁面のホワイトボ

足感と新たな覚醒を感じる、素晴らしい講演会と

ードにとても大きな字で、自然体験→経験→体現

なりました。担当幹事の皆さま方ありがとうござ

と書かれました。さらに、質➩深化＝進化と書か

いました。

れ、この文字は最後まで消されません。実は文字
や記号をどんどん書いていき、その全ての文字が
色々なお話の途中でその度に浮き上がるようにさ
れています。よってだんだん書かれる文字が小さ
くなっていき、ついには書く場所までなくなる始
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▲クラフト「犬のとし」 田中 克彦

▲パステル画「アザミ」 有元 康人

▲水彩画「岸和田城」 八木 順一

▲写真「幽谷（大杉谷）
」 中井 弘
皆さまからのご応募をお待ちしています。
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
▲クラフト「ビール缶の風車」菊川 年明
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◆アクセス

ならやまプロジェクト

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）

明るく・楽しく・無理をせず
活 動 予 定 日
２
月
３
月

１（木）８（木）１５（木）２２（木）
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

里

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

景

山

観

２／１

２／１

「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ＢＣのテント屋根作成

整備：彩の森竹林整備

シイタケイベントの準備作業

ビオ池：西池水抜き

薪割り・薪材の運搬

花：山野草園の整備

８

１５

２２

８

整備：彩の森竹林最終整備

ＢＣのテント屋根作成

ビオ池：西池泥抜き

シイタケイベントの準備
枯死木の伐倒
薪割り・薪材の運搬

花：山野草園の整備
１５

整備：実りの森整備清掃
ビオ池：西池整備
花：アジサイ、ギボウシ寒肥

エコファーム

紅花月見草園整備、寒肥
２２

２／１
「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：彩の森整備清掃
ビオ池：西池整備

冬野菜など収穫／エンドウネット張り 追肥

花：花菖蒲園整備、寒肥

果樹：寒肥の施肥
８

冬野菜など収穫 イチゴ追肥

パトロール

マルチ張り 玉葱、ニンニク追肥
各野菜畑整備 寒おこし
１５ 苗床ビニールハウス補修

２／１
「協働作業」松林の土掻き・ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
危険枯死木の調査と表示

ジャガイモ畑畝作り／各野菜畑整備 寒おこし
果樹：果樹苗の植え付け
２２

苗床ビニールハウス補修

リーフレタス種まき／ソラマメ支柱立て

８

丸太階段補修、手すりロープ交換

１５ 観察路の整備（一部延長）
２２

観察路の整備
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行事案内

しいたけ菌打ちイベントのご案内
毎年 2 月に実施している公開イベントです。

2 月月例研修会のご案内

下ツ道を歩こう

大和の古道とは

今年も「植えようコナラ・しいたけ！遊ぼう森

日本の古代道路

の中で！」と題して下記要領で実施いたします。

のうち、大和国内に設置されたものをいい、奈良
盆地東、平地と山地の間を縫うように南北に通る

１． 日 時：2 月 24 日（土）10 時～15 時
降水確率 50％の場合は中止とし

山の辺の道、奈良盆地の中央より東を南北に並行

翌日の 25 日に延期します。

する三本の縦貫道。上ツ道、中ツ道、下ツ道。こ
れを「大和三道」奈良盆地の中央と南部を東西に
平行する二本の横断道。横大路、北の横大路があ

２． 場 所：ならやまベースキャンプ＆里山林
３． 内 容：
午前、シイタケ作り（木槌作り、こま菌の

りました。

植え込み）コナラの植樹、名札付け

下ツ道は、藤原京の西京極から奈良盆地の中央
を北上し平城京の朱雀大路となる。道幅は両側に
ある側溝の中心間で 22.7ｍである。橿原市大軽町
と五条野町に跨る見瀬丸山古墳の周濠の西端をか
すめて南進している。路面や東西の側溝は、平城
京朱雀門の下層、稗田遺跡、藤原京右京五条四坊
などで検出されている。7 世紀後半には施設され
ていたと考えられている。今回は二階堂駅から西

昼食、温かい豚汁の提供
午後、山遊び（ブランコ・綱渡り・木登り）
立木の伐採、枝の整理
４． 募集人員：佐保台小学校放課後子ども教室
の児童と保護者を中心に合計 60 名
◆寒い時期ですが、多くのスタッフの方が必要で
す、ご協力よろしくお願いいたします。

名阪ジャンクションを北上し、稗田環濠、大師橋
を渡り佐保川沿いに北上すると羅生門跡に、ここ
から北の方向に朱雀門が見えるかも？さらに北上
し佐保川と秋篠川の合流地点まで、そこから秋篠
川沿いに西市跡に出て九条駅まで行きます。
（約
8km）
≪実施要領≫
1． 日時:2 月 13 日（火）10:00～15:00
降水確率 60％以上なら中止
２．集合場所：近鉄天理線二階堂駅 10 時集合
西大寺駅 9：31 平端駅 9：44
３．持ち物：弁当、飲み物、雨具、寒さ対策
４．担当世話人：永井 幸次・下村 晴文
問合せ：冨井 忠雄

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

3 月ならやま活動＆行事予告
＊ならやま活動 (木)
3月 1日

協働作業の日

3 月 22 日

新入会員歓迎会

＊自然教室
3 月 6 日（火）
早春のならやま自然観察会
＊ 歴文研修会
3 月 13 日（火）
万葉集と龍田古道
▲ 3 月 31 日（土）わいわい桜祭り
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平成３０年・１月度幹事会報告
日時： 12 月 26 日（火）14：00～16：45

◇ 申し合わせ ◇
＊通常活動日【木曜日】や屋外のイベントは、前日

場所： 奈良市中部公民館 2F 学習室

１９時前のＮＨＫの天気予報で、当該地域の午前

出席者：19 名 欠席者：3 名

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

Ⅰ 会長挨拶：
・助成金･･･コメリの助成金が決定

日】を振替活動日とします。

（30 年 2 月に入金予定）
。
・環境再生機構に助成金申請

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）

（30 年 3 月上旬には内定の予定）
・奈良テレビ：12/26、ＫＢＳ京都（ラジオ）
：12/28

＊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。）

Ⅱ 事務局・会計報告
① 会員数：150 名（変動無し）

◆

せ ご

② 会計報告：11 月度収支報告、予算執行状況。
今期はならやま基金を取り崩しており、
支出を抑えて、繰り越し金を確保したい。
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
・小島さんから、早急な水路の整備を提案された。
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 1/9 三輪山登拝（安全祈願行事）

敬天愛人

ＮＨＫの大河ドラマ「西郷どん」
が始まりました。
けいてんあいじん

「敬天愛人」という言葉は、西郷隆盛が好ん
で使い、よく揮毫した言葉です。
「天を敬い、人
を愛する」と読みます。
「南洲翁遺訓」の第二十四によると、
「道というのはこの天地のおのずからなるもの
であり、人はこれにのっとって行うべきものであ
るから何よりもまず、天を敬うことを目的とすべ

③ 自然教室 12/19 帝塚山小、12/25 ムササビ

きである。天は他人も自分も平等に愛したもうか

4. イベント（報告と予告）
：詳細は会報誌掲載

ら、自分を愛する心をもって人を愛することが肝

① 1/13 新春講演会（生涯学習センター）

要である」とあります。
人と自然を愛して、
「ならやま」を盛り上げよ

② 12/7 芋煮会 参加者 82 名

うではありませんか。

③ 12/12 忘年会 参加者 41 名
④

（行々子）

1/11 初出式：七草粥、記念植樹：実りの森

⑤ 2/24 シイタケイベント：平田＆里山Ｇ
5. 助成金・交付金事業進捗状況説明
林野庁：30 年 3 月末に申請予定。
6．30 年度活動計画と必要経費（担当者より説明）

会報誌［ネイチャーなら］・第１９３号
発行：奈良・人と自然の会
会長 鈴 木 末 一

7．進路ガイダンス（羽尻、小島）
１月 21 日（日）鶴見緑地 花博記念ホール
8. ならコープ主催の環境保全活動助成団体

URL ： http://www.naranature.com
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交流会：2/5（鈴木、羽尻）
Ⅳ 広報関係：会報誌 2 月号編成案承認
Ⅴ 懸案事項：忘年会、30 年度は昼の時間を検討。
実りの森への道路に離合場所の設置を検討。
以上

編集チーム代表：坂東久平

