
発行２０１８年７月１日

７月号・第１９８号

会長 鈴木 末一

壮春力歩 １ ６月 ・自然教室チームだより １ １ １

新副会長＆新幹事抱負 ２ ６月 ・自然教室チームだより ２ １ ２

Monthly Repo.ならやま ３ 田植え・報告 １ ３

私のふるさと ４ 癒しの散歩道＆ならやま茶論 １４

里山の今 ５ ・ ６ ならやまプロジェクト １ ５

やさしい病害虫講座 ７ 仲間入りしました １ ６

字遊字感 ８ 行事案内 １ １ ７

５月 ・歴文研修会・報告 ９ 行事案内 ２ ＆ 行事予告 １８

６月 ・月例研修会・報告 １０ 幹事会報告・編集後記 １９

ホームページでは、カラーで見ることが出来ます



                   ネイチャーなら・第１９８号（１）               Jul. 2018 

 

          

会長 鈴木 末一 

 ならやまの知的財産の伝承 

ならやま里山林が所在するエリアは、地域の町

づくり協議会などにおいても、「古代と未来をつな

ぐ町づくり」をキャッチフレーズに取り組みを進

めているが、市街地に隣接する歴史的風土と恵ま

れた自然環境を最大限に活用し、多様な里山機能

の活用と推進に心がけていかなければなりません。 

 今月 3 月、環境省並びに国連「生物多様性の 10  

年」日本委員会（UNDB-J）から第 12弾連携事業

として認定を受けました。認定のポイントは、自

然観察、里山整備、文化行事、環境教育などの多

彩な活動を通じて、生物多様性の保全と持続可能

な利用について取り組む活動であること、また、

対象を、青少年だけでなく保護者や一般市民へと

拡大し、相互に共有体験できるステージを提供し、 

環境問題への意識高揚と豊かな発想力の涵養、そ

して、「里山再生保全」から「里山機能創生活動」 

へとスキルアップを図っていることが評価されま

した. 

2007 年 4 月から取り組みを始めた「ならやま

里山林景観形成整備保全ボランティア活動」(通

称・ならやまプロジェクト)において、草創期から

今日まで、会員の皆様方の献身的なご努力により、

日本の原風景である里山林が蘇りつつあります。

景観整備保全活動に伴い、生物の同定が進められ

て年々増加傾向にありました。しかし、近年の水

生生物や希少植物調査では、種の数や個体数とも

に徐々に減少傾向にあるのではと危惧されます。 

会として本格的な活動の拠点を探し求めていた

2006年、会員のＫさんが奈良県において里山林の

景観整備ボランティア活動募集の情報をキャッチ

され、幹事会に提案されたのが、「ならやまプロジ

ェクト」に取り組むスタートラインでした。荒涼

殺伐とした里山林の実態把握のために、「森の健康

診断」と銘打ってＫさんをリーダーに約 2年間を

費やして実施され、その調査結果を、黒田先生(当

時：森林総研関西支所、現在：神戸大学教授)に提

出し、里山林の整備についてのご教示をお願いさ

れました。 

調査結果を閲覧された先生から「年を取った森

で新しい木が育っていない。古木と、混み合った

常緑樹を伐採し、森に光を入れ、若返らせること

が肝要ですね」とのご意見をいただきました。そ

して、2010年 2月に里山講習会を開催し、「ナラ

枯れ問題と里山林の管理」と題して黒田先生にご

講演をしていただきました。 

「ならやまの自然誌」は、2011年にМ物産助成

団体報告会に向けて、Ｆさんをリーダーとして作

成されました。分野ごとに担当した会員の皆さん

の調査結果を集大成したものです。当時同定され

た生物についてのものであり、その後の観察調査

活動の積み重ねにより、新たに確認できたものも

多数あります。 

「ならやまの四季」は、Мさんがリーダーとし

て作成されました。ならやまの四季折々に観察で

きる花暦(樹木、草花)、昆虫、野鳥などを主にまと

められたものです。 

いずれも少人数で、しかも日常の景観整備活動

の合間を縫うような形で取り組まれました。貴重

な資料であり、ボランティア活動では類まれな資

産でもあります。詳細については、ホームページ

の資料室などをご覧いただきたい。 

いつも申し上げていますように、活動は第二ス

テージへと歩み続けています。新しい仲間も増え

てきました。会員 169の個性とニーズがあります

が、「ならやまプロジェクト」の未来像(コンセプ

ト)について、同意形成、情報の共有を図らなけれ

ばなりません。早ければ来月にも、新入会員さん

はもとより、会員の皆様方とのコミュニケーショ

ンの場を設けたいと考えています。 

会の理念①自然との共生、②地域社会への貢献、

③生き生き活動、そして、「すべては次世代の子供

たちのために」――市街地里山の自然の在り方か

ら命の大切さを学び、生き方を考える。この方向

性は寸分たりとも違えることなく、「ならやまユー

トピア」具現化に向けて額に汗する日々を実現し

ようではありませんか・・・。 

会の活動の歴史をより正確に伝えるため、今後

とも貴重な情報をぜひお聞かせください。 



                   ネイチャーなら・第１９８号（２）              Jul. 2018 

  新 風   
会員の親睦と絆を強め 

会の活性化にお力添えを!!! 

 

副会長に就任して    平田 範光 

里山グループの平田です。 

日ごろは里山林の整備を中心に活動しています

が、このたび副会長の大役を仰せつかりました。 

カシナガ被害も終焉を迎えて、これからは再生を

目指した里山林作りに力を注ぐつもりだったので、

両立するのは難しいかと思いましたが、里山Gか

ら出てほしいとのことでお受けしました。 

副会長をお受けすることは、身の引き締まる思

いでございます。 

知らないことばかりですが、これからは副会長

の職務を実行していきたいと思います。 

日頃の私は人前で話をするのが苦手ですが、皆

さまの意見・要望などを聞くのは苦になりません。 

職務を実行するにあたり、会員皆さま方のご指

導・ご協力をお願いして、就任の挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 

頑張ります        中川 徹 

入会して 5年になります。好きな時に、自分の

ペースで楽しく活動してきました。自然が好きで

動物が好きで常に動いていました。時間がある限

り毎日でもニホンミツバチを見るために、彩りの

森と実りの森に通っています。シカに、巣箱に止

まるハヤブサに出会い、力をもらっています。 

いつかは幹事をやらなければならないとは思っ

ていましたが、もう少し元気になってからと考え

ていました。しかし、今回、会長の強い推薦で幹

事を引き受けました。持続する体力はまだまだ足

りませんが、少しでも会の発展に貢献できるよう

頑張ってみます。 

 

 

公正で透明な会計    三瀬 英信 

この度、会計を仰せつかりました三瀬英信でご

ざいます。何故こうなったのか？と思い起こして

みますに、正に人と人との絆で「神の見えざる手」

のなせるところとしか思い当たりません。2015

年 10月に入会して以来、「ならやま恋しや」と「な

らやま依存症」にかかっていましたが、このとこ

ろ少々様子が変わり、エクセルと格闘する日々で、

「カイケイ魔女」に悩まされています。 

人生 100 年時代の文言を目にする昨今、「ライ

フシフト（人生 100年時代の戦略）」（リンダ・グ

ラットン著）が話題となっています。これにあや

かったわけではないでしょうが、政府も「人生 100

年時代構想会議」を立ち上げています。 

ならやまでも、80を過ぎてもお手製の背負子を

友に山に入る先輩を見るにつけ、そのご活躍に敬

意を表しつつ、私もいつまでも元気に「ならやま

とは生きがいとみつけたり」と、活動を続けたい

と思う今日この頃です。微力ですが、先輩諸氏の

ご指導を得ながら、公正で透明な会計処理に努め

る所存ですので、皆さまのご支援をよろしくお願

いいたします。 

 

 

   ならやまの風      戸田 博子 

 1 年程前見学に訪れて、即日入会して楽しませ

てもらっていました。無計画、感覚主義の私にと

り幹事は不向きなのではと思っていましたが？ 

 いろいろな活動がある会で、私のような人間で

も何らかの力になれるならと、迷いながら役を引

き受けました。 

 よろしくお願いします。 
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  Monthly Repo.  ならやま       

     

                 八木 順一 

5月 24日(木）  活動   晴れ 80名＋3名 

 BC が緑陰広場に移動した。さわやかな空気に

包まれ、各Gでは盛夏に向けての作業も順調には

かどる。打ち合わせでは総会の報告や新役員の紹

介が主なものになったが、熱中症など健康保持へ

の注意喚起も行われる。しかし、早速メンバーが

作業中ムカデに刺される、といった事故があった。

これからマムシやスズメバチをはじめ危険な生物

が多く出没することも予想される。十分気をつけ

たいものだ。近大生の新しいメンバー3 名及びシ

ニア生 1名が来訪。里山Gは榾
ほだ

木
ぎ

本伏せ準備を中

心に、エコGはナス・シシトウなどの支柱立てや

水田準備、そし

て景観 G は実

りの森の草刈り

を行う。またビ

オ班は池の整備、

花班は矢車草な

どの撤去、そし

てパトGは3コースのパトロールと修繕用丸太作

りを行う。その他果樹班はブルーベリーの支柱立

てやグミの収穫に取り組んだ。 

 

5月 31日(木）  活動  曇り後雨 71名      

 ややこしい天候だ。昼食後には雨が降り出し、

活動も終了。朝礼では、まず BC西の竹林の整備

や保持についての依頼があった。大変貴重な竹林

だとか。また懸

案になっている

救急体制の必要

性についても説

明がある。また

実りの森のグミ

がごっそり盗難にあう、残念だ。里山Gは枯死木

や倒木の処理と薪割り、エコGはサトイモなどの

除草に加えナスなどの剪定及び追肥、そして田植 

 

えの準備を行う。また、景観Gは BCの草刈りや

竹林の整備に励む。その他ビオ班は池周辺の整備、

花班はキンセンカやニチニチソウの移植、そして

パトGは1コースパトロールと柵の手直しに取り

組む。果樹班はウメの収穫を行う。   

                   

6月 7日(木)   活動  曇り後晴れ 85名＋30名 

 絶好の田植え

日和。佐保台小

の児童 24 名が

来訪。会員も加

わり、田植え開

始。子供たちの

歓声が響く。また奈良テレビの取材が行われる。

打ち合わせでは田植えやアダプトプログラム、そ

して協働作業などの段取りの連絡の他、備品調査

実施のお願いを行う。里山Gはシイタケ榾木の本

伏せや枯れ木の伐採など、エコGは田植えの他に

キュウリのネット張りや野菜支柱立て、景観Gは

BC 付近の草刈りを実施。またビオ班は水生生物

調査、花班はキンセンカなどの植え付け、そして

パトGは2コースパトロールと観察路の草刈りを

行う。果樹班はウメを収穫した。 

 

6月 14日(木）  活動  晴れ  74名 

 暑くなった。打ち合わせでは助成金やイベント

についての連絡の他、来週の感謝祭（ジャガイモ

祭り）の予告が行われる。おいしいジャガイモが

食べられそうだ。また、昼食後パトGから「なら

やまの希少植物」についての話があった。更に減

っているものもある、という現状には危機感が抱

かれる。その他、懸案の救急講習会実施に向けて

の日程などの調整を市防災センターで行う。里山

Gは倒木処理やイベント工作の準備、エコGは豆

類の撤去やジャガイモ・ニンニクの収穫、そして

景観Gは BCの草刈りを行う。またビオ班は池周

辺の草刈り、花班は花畑の草取りや整備、その他

パトGは観察路草刈りや3コースのパトロールを

行った。果樹班はウメの収穫を行ったが、併せて

151㌔余りが採れたという。 
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私の故郷                    

 

  私の故郷         小島 武雄 

 いま記憶に残っているのは大阪の下町での思い

出です。そこは大阪市西淀川区辺りで淀川の河口

が広く、海抜 0m地帯です。その頃周辺は有名な

公害の町でした。阪神工業地帯の一部で、頭の痛

くなる刺激臭のある空気、オレンジ色をした流れ

ないドブ川、カーンカーンドドーンと響く鉄工場

の騒音、土に染み込んだ油の匂い、いつも黒い塊

となった雲がドーンと頭を抑えておりました。そ

んな工場密集地帯の近くに私の家はありました。 

 昭和 40年、今では想像もつかないマンモス中

学校時代（一学年は 21クラスも）大気汚染の一

番ひどい頃の全体朝礼で整列している時、近くの

工場の亜硫酸ガスが漂い、気分が悪くなり校庭に

バタバタと倒れる生徒がたくさんいました。また

授業中には夏でも窓を閉めることもよくありまし

た。思えば西淀川区は大気汚染、水質汚濁、土壌

汚染、工場騒音や振動、地下水くみ上げによる地

盤沈下な級生も多い中、私はよく病気にならずに

いられたと思います。 

 それでも小さい頃は、それほどひどい状況でも

なく、犬を連れて淀川まで行きました。盛り土だ

った堤防の石積みの隙間に逃げ込んだカニを追い

かけたり、川砂を掘ってシジミを採ったり、ゴカ

イを餌に竹竿でハゼ釣りをして遊んでいました。 

 近くには、3階建くらいのボロボロの鉄筋の高

射砲陣地がまだ残っており、板を張って何人かの

友達が住んでいたのを覚えています。焼け跡だっ

たのでしょうか。たくさんあった空き地と原っぱ

で、一日中飽きずにべったんやビー玉で遊んでい

ました。 

 昭和 36年の第 2室戸台風の洪水で、堤防にも

のすごい大きな穴がたくさん空き、土手が大きく

削られ、決壊寸前だった怖さが、いまだに目に浮

かびます。その後、改修工事で地盤沈下の堤防の

かさ上げや、コンクリートの高い擁壁になった頃

から、土手の草原が無くなり、いつの間にかバッ

タ取りにも行かなくなりました。 

 あまり良い思い出はありませんが、いまその頃

の街を、グーグルマップで見てみると、私の家が

あった辺りには、アパートが建っています。隣の

家の表札は懐かしい人のままでした。母校の木造

の小学校は 4階建のビルになりましたが、石塔に

登り冒険遊びをした神社も変わらず、街区そのも

のは昔のままです。 

 故郷を離れてもう 45年ほどになります。西淀

川公害訴訟も 20年かけて和解に終わり、その後

地域再生への取り組みで、あのドブ川も緑のきれ

いな緑陰道路に変わりました。今は大阪まで一駅

の便利な水辺環境の良い住宅地になってきています。 

「公害」という言葉を知らない若者もいると聞き

ました。高度成長期の私の故郷を頭に描きながら、

少しでも自然環境を守りながら暮らしていきたい

と思います。  

 懐かしいような、そうでないような、よく遊ん

だあの製麺所のアキちゃんは、今どうしているの

かな。 

  

   

 

 

 

現在の淀川の河川公園  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私のふるさと 

ドブ川が大野川緑陰道路に 
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    里山グループ 

         平田 範光 

                             

シイタケ榾木を仮伏せ場から移動し、本伏せす

るため孟宗竹を切り５月末に準備をしていました。 

今年は６月７日（木）に協働作業でシイタケの

榾木の本伏せを無事に済ますことができました。

皆さまのご協力のおかげで思っていた以上に早く

作業を完了することができました。 

今年の榾木は結構太くて一人で移動できないく

らいのものが、多多ありました。しかし、この太

さがシイタケの出る時には威力を発揮することで

しょう。普通は 5～6年で榾木は腐りますが、太

い榾木は 1～2年は長持ちし収穫数も多いと思い

ます。作業参加の皆さまありがとうございました。 

しかし、皆さまもご覧になったように榾木置き

場も里山林整備が進んで木漏れ日が当たるように

なってきています。 

今年は榾木を乾燥させないために、遮光ネット

を張って陽光を遮ってみようと思います。結果は、

１年半から２年後が楽しみです。また、松林の整

備が終わり、マツタケの植菌も完了したので今年

はシイタケ以外のキノコ類の栽培を検討してみよ

うと思ってい

ます。例えば、

ヒラタケ・シ

メジ・バカマ

ッタケなどい

ろいろと種類

はありますが

皆さまのご意

見をお聞かせ

ください。 

「バカマッタケ」 

現在シイタケの榾木は、コナラなどの落葉樹を

使用しているが、キノコの種類によっては常緑樹

でも構わないようです。 

またヒラタケなどは、切り株に植菌してもいい

ようです。ただし採集するときに該当の切り株を

見つけるのが大変ですが。 

エコファームグループ 

井戸 八穂子 

 

エコファームの畑では夏野菜の収穫が始まって

います。ナス、トマト、シシトウ、キュウリやカ

ボチャなどなど。夏野菜ができるまでいろいろな

作業があります。冬の間に堆肥をたっぷり鋤き込

んで土壌を準備します。次に、竹や板で骨組みを

作り、ビニールをかけて温室の準備をします。ま

だ寒さの残る春先に育苗用バットに種をまき、温

室の中で発芽をさせます。発芽するまでエコファ

ームの男性方が当番制で毎日水やりをします。よ

うやく発芽した小さな苗を一つ一つポットに植え

替え、畑に植えられる大きさになるまで、また温

室のなかで大事に育てます。水やりの当番が続き

ます。 

 5 月になると畝に雑草除けの黒いマルチを敷き、

温室で育った苗を次々と畑に植えつけます。寒さ

が苦手なカボチャやスイカを植えるときには、行

灯型にしたビニールで囲ってやり、マルチの上に

もわらをのせて保温をします。 

 夏野菜たちは春から初夏の日差しを浴びてぐん

ぐんと成長していきます。育ってきたら、トマト、

ナス、シシトウなどには倒れないように支柱をた

てて、茎を支えます。ゴーヤやキュウリなど、つ

る性の野菜には支柱のほか、ネットを張ります。 

 今年は東池の囲いに沿ってゴーヤのネットが張

られています。その後はマルチの横からも生えて

くる雑草を抜き、定期的に有機肥料を施します。

ナスやトマトなどは栄養が分散されずに大きな実

がなるように、また風通しをよくして病気を防ぐ

ために、芽かきの作業をします。 

 さて、手間暇かけて育ててきた今年の夏野菜の

出来はいかがでしょう。色の濃い野菜にはポリフ

ェノールがたくさん含まれているそうです。最近、

老化予防の抗酸化作用が

あるというポリフェノー

ルが注目されていますか

ら、たくさん召し上って

ね。 

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%90%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%84%e3%82%bf%e3%82%b1&id=83BD7798F8E16DFF6E0CF90E7F20AA14487E5D05&FORM=IQFRBA
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孟宗竹（節１） 真竹（節２） 淡竹（節２） 
真竹と淡竹の違い（言葉では分かりにくい） 

   景観グループ 

太田 和則 

◆「里山の竹林とタケノコ」 

6 月号で有元さん執筆の「竹林の整備」に続き

2か月連続で竹に関する掲載です。 

最近ならやまで竹林と向き合うことが多くなっ

た。身近に孟宗竹が多く、ならやま周辺では不退

寺から北側テニスコート〜佐保自然の森〜JR 線

路沿い〜実りの森〜ベースキャンプ周辺と至る所

に竹林が存在しています。ならやまの竹林は孟宗

竹と真竹の二種類で“淡竹”も混ざっていると思

っていたが、探した範囲では確認できなかった。

その中で孟宗竹と思っていた「彩りの森竹林」は

ほとんど「真竹」であり、ベースキャンプ横の竹

林と合わせ 2箇所であることが判明しました。 

（うかつ〜） 

 

そこで簡単な竹の見分け方について調べた。 

 

 

 

 
左真竹（斑点あり）右淡竹（斑点なし） 

 

 

真竹（切り口⚪） 淡竹（ハート型、星型） 

孟宗竹はもちろんのこと、節間の長いきれいな

真竹は工作などに適し利用価値が高い。 

    鳥シリーズ 

        小田 久美子 

 ◆ネット上で大ブレークのカラス 

4/29撮影した JR錦糸町駅でのカラスの映像が

動画で投稿され、テレビ各局もこぞって放映しま

した。ご覧になりましたか。路線図を見上げて券

売機の液晶画面を触ると、「ご希望のボタンを押し

てください!!」と券売機の丁寧なアナウンスに「チ

ャージが終わりました」の声がした隣の券売機か

ら出てきたＩＣカードを取り再びトライ。でも何

処に入れていいのか分からず、元の持ち主に返し

ました。ネットでは「何て賢い」「可愛い～」と一

躍有名鳥になりました。カラスは、元々とても賢

くて小学低学年位の知恵を持っているといわれま

す。これは「ハシボソガラス」で、多分人に飼わ

れていたのだと思われます。私も話題に事欠かな

いカラスを「鳥シリーズ」で何度も取り上げてき

ましたが、この映像にはビックリしました。周辺

には公園や水路があり、塒
ねぐら

や水には困らないし、

餌をくれるありがた

い人間様がいます。

余ったお菓子は建物

の隙間に貯蔵できと

ても良い所です。 

でも彼(彼女?)は近くにいるハシブトガラスの仲

間には入れません。餌を人に依存して体に悪い物

しか食べていません。かわいそうだからと捕まえ

て、一か月程したら長野(何故長野?)に離してやる

と女性が答えていましたが・・。これはもしかし

て旅烏
たびがらす

で、ＧＷ何処かへ行きたかったのかなんて。 

せっけんを盗んだり(食べる)、線路に置石し(餌

を隠す時、石をどけ後始末はしない)、時には滑り

台で遊ぶ余裕もあり、ろうそくを盗む(食べる)も

のもいます。伏見稲荷大社ではボヤ騒ぎがあり、

カラスの嫌いな臭い付きろうそくを売ったりしま

したが、自分でろうそくを持参する方もいて苦慮

しているとの話も聞きます。先日、奈良国立博物

館への帰り、鹿の尻毛をカラスが引っ張っていま

した。巣材に使うのでしょう。鹿も気持ちいい顔

をしていました。 
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 やさしい病害虫講座 ３１ 

      バラの病害虫―２  

 

木村 裕                             

バラ栽培にとって病気対策は重要な作業で、発

生前からの予防が基本ですので、発生に気づいた

らすぐに防除してください。 

[うどんこ病] 

名前のごとくうどん粉のような白い粉が葉に付

着する病気です。 

被害の始まりは、開いたばかりの柔らかい葉の

表面に白いカビの塊が現れることです。形は円形、

方形など定まっていませんがその周りはぼんやり

としています。やがてそこから四方に広がってゆ

き、葉全体が白くなります。カビが治まっても葉

の上には褐色の斑紋が残ります。 

目に見える被害としては、美観が非常に悪くな

ることです。葉の落下はあまりありませんが、新

芽の伸長や新葉の展開などにも大きく影響します

ので、発生に気づいたら直ちにうどんこ粉病専用

の薬剤を散布してください。また、蕾も侵されて

白くなることがあり、開花に影響します。 

 

 

[黒星病] 

葉にシミ状の黒っぽい斑紋が発生する病気で、

ごく普通に発生します。 

斑紋の周りはぎざぎざしており、大きさも大小

いろいろです。一枚の葉に数個～十個程度発生し

ます。どちらかと言えば新葉よりも堅くなった葉

に発生します。 

被害を受けた葉はポロポロと落下しますので、

美観が悪くなるばかりでなく、生育にも大きく影

響します。 

発生に気づいたら殺菌剤を散布しますが、１回

では十分ではなく、少なくても 1週間おきに 2～3

回続けて散布してください。また、落下した葉は

次の発生源にもなりますので集めて処分してくだ

さい。 

 

[枝枯れ病] 

枝が枯れる病気です。 

枝の一部が褐色になって枯れるので、その部分

から先の部分は萎れて枯れます。 

枝を剪定した傷口が侵入の足がかりとなります

ので、枝の剪定は必ず芽のある部分で行い、枝の

途中で切ることはしないように。 

被害の現れた部分を残さないように枝の健全な

部分で切り取って処分してください。 

 

 

 

 

 

 

カビ類に対してはベンレート水和剤、うどん

粉病にはトリフミンが効果的ですので、常備

されることをお勧めします。 
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私の趣味 

 

青木 芳一 

◆豪華客船を見るのが趣味です 

 私のふるさとは、横浜です。父が船舶関係の仕

事をしていたため、小学生の頃から横浜港へ連れ

ていかれ、大型船を見る機会がありました。20年

前頃から神戸港や大阪港の入港出港情報により、

豪華客船を見に行くようになりました。特に、遠

くから船体が徐々に近づき、接岸する様子や歓迎

風景は、いつ見ても興奮します。 

 昨年の 12月 27日、豪華客船、大きさ世界ラン

キング（総トン数）8 位ノルウェージャンジョイ

が大阪港天保山岸壁に入港しました。地下鉄大阪

港 駅 を 降

り、港へ近

づいていく

と巨大なマ

ンションが

浮かんでい

るようでし

た。上海、

天津を母港

とする中国

人旅行者専

用の客船で

す。船首に

はフェニッ

クスが極彩

色 で 描 か

れ、華やか

な船体です。総トン数 167,725ｔ、長さは 333.46

ｍ、乗客定員 3,883名、建造は 2017年です。 

 12時 30分入港時には、歓迎放水（カラー）が

されたそうですが、午後 3時に着いたため見るこ

とができませんでした。午後 9時に出港し、次の

寄港地は高知です。 

 安治川を公営渡船に乗り、ＪＲ桜島駅から帰路

に着きました。 

   

◆船の名前について  

 港へ行くと、船の船首や船尾に船名が書かれて

いて、停泊している船が確認できます。日本の船

は、日本語で書くことが決められています。 

 ところで、日本の船は、昔から「丸」をつける

ことが多く、外国では「マルシップ」として知ら

れています。すでに、平安時代末期の 1187年、京

都の仁和寺に伝わる書物のなかに、「坂東丸」とい

う船名があります。室町時代には、「○○丸」とい

う船が、たくさんあったようです。 

 「丸」を付けるようになったのは、いくつかの

説があります。昔の人名に「○○麿」があります。

また、自分のことを「麿は」とも言いました。愛

用の品物の名にも「○○麿」と付けたようです。

さらに、船にも付けられるようになって、「麿」が

「丸」に変わったという説です。 

また、古くは、問屋のことを問丸といいました

が、その問丸が所有する船にも「丸」を付けるよ

うになったという説です。         

 明治時代に「船舶法取扱手続」で、なるべく「丸」

を付けるように勧められたため、その後の多くの

船が「丸」を付けるようになりました。（2001年

に条項削除） 

 新聞などで、外国船に「○○号」とありますが、

本当は付いていません。報道の際、船名らしさを

表すため便宜上使用しているようです。 

 グローバル化により海運業界は、税金対策や人

件費削減のため「マルシップ」が減っていくのは、

寂しい気持になります。 

  横浜山下公園の氷川丸 
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坂東 久平 

 5月 22日、朝 8時、五月晴れ。歴文恒例の一

泊研修の参加者は 26名、定刻に西大寺駅前を出

発しました。旅のテーマは、弥生時代後期から古

墳時代に、ヤマト王権と並び強大な勢力を誇った

「吉備王国」の探訪です。 

 車中では、さっそく古川さんの解説が始まりま

す。吉備は、現在の岡山県と広島県の東部に当た

る地域を指し、奈良時代に備前・備中・備後・美

作の４国に分かれた。温順な気候、地勢に恵まれ、

弥生時代から古墳時代にかけて大発展を遂げ、ヤ

マト王権に次ぐ一大勢力を形成します。しかし 5

世紀の後半に日本統一を果たした雄略
ゆうりゃく

天皇
てんのう

との

争いに敗退して衰退します。 

 次いで、中井世話人から吉備の繁栄を支えた産

業、製鉄や製塩、海運についての解説。さらに古

墳の見方について坂東世話人の解説。吉備の弥生

式墳丘墓から箸
はし

墓
はか

古墳
こ ふ ん

などの前方後円墳に変遷

する過程について、詳しい説明がありました。 

 新しい試みとして、ノートパソコンからバスの

ディスプレイに、39枚の写真・図表を映しながら

説明をしましたが好評でした。（藤田秀憲さんの技

術で実現しました。ありがとうございました） 

 

11時、赤穂大石神社に到着。 

神社は家老大石の屋敷跡で、忠臣蔵の舞台とな

った「長屋門」（国の史跡）などを拝観しました。   

 

昼食後、地元ガイドの岡田さんに合流。 

吉備津神社は備中一宮で、大吉備津彦
お お き び つ ひ こ

命
のみこと

を祀る。

本殿、拝殿は共に国宝。398m の長さの回廊は岡

山県指定文化財。ガイドさんが声を潜めた御釜殿

の「鳴釜神事」の語りは、中々の迫力でした。 

 次に案内されたのは、弥生後期の「楯築墳
たてつきふん

丘
きゅう

墓
ぼ

」。巨石がストーンサークルのように配置されて

いる。墓の上に置かれていた「弧帯
こ た い

文
もん

石
せき

」は、ご

神体にされて宝蔵庫ののぞき窓から見ることがで

きた。 

 総社市文化財学習の館では、館長の平井さんか

ら 1時間にわたり案内を受けた。特に、特殊器台

の変遷、製鉄の「千引
せんびき

カナクロ谷遺跡」の模型や

鬼ノ城
きのじょう

の模型などなどたくさんの展示があり、た

いへん勉強になりました。 

 お楽しみの訪問先は、地元酒蔵「三宅酒造」で

す。資料館で日本酒の製造法についての説明を受

けた後、清酒「Fresh Origin」をほんの少しだけ

試飲しましたがワインのようなおいしい酒でした。 

 宿舎の「ピュアリティまきび」に到着。宴会の

余興「桃太郎」は、青木ディレクターの下、主演

桃太郎（塩本）、語り

部（古川他）、猿・犬・

雉や鬼たちなどの掛

け合いが愉快で、盛

り上がりました。 

  

2日目は雨。8時出発。 

ガイドの加藤さんの案内で造山
つくりやま

古墳
こ ふ ん

に登る。

築造時（5 世紀初）には、日本最大とされる大き

さを実感する。次いでコウモリ塚古墳へ。石舞台

古墳に匹敵する大きさに驚く。備中国分寺を拝観

し、「ラフォーレ吹屋」で昼食、ベンガラの里へ。 

 ベンガラで財をなした豪商たちが都市計画した

「吹屋
ふ き や

の町並み」を駆け足で見て、「ベンガラ館」

へ、西谷世話人の車中講義で勉強していたので、

製造工程がよく理解できました。 

 45 分の遅れで、帰途につく。「もちむぎの館」

で買い物をし、運転手の頑張りのおかげで、予定

通りの時間に西大寺駅到着。充実の２日間でした。 

来年もまたよろしくお願いします。 

歴文５月・一泊旅行研修会 

古代吉備の歴史探訪の旅 
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６月 月例研修会報告 

葛城氏ゆかりの地を巡る 

   

               桜木 晴代 

 雨の心配をよそに暑からず寒からずの絶好の日

和となった 6 月 5 日に 13 名の参加のもと実施さ

れた。 

八木駅前からバスに揺られること 50 分。風の

森で下車。神々の里として、天孫降臨を初めとす

る数々の神話の舞台となったとされる葛城古道を

歩く。路傍にはアザミやホタルブクロ、ハギが風

に揺れている。 

 

 

 

 

最初に訪れたのは高鴨神社。全国のカモ（鴨・

加茂・賀茂）神社の総本社。付近からの出土品か

ら鴨一族の勢力の大きさが明らかになりつつある。 

           

 

 

 

 

 

次は高天彦
たかまひこ

神社
じんじゃ

へ。神社は古代豪族葛城氏の最

高神（高皇産
たかみむす

霊神
びのかみ

）を祀っており、形体は古く、

御神体は神社背後の白雲峰のため本殿はない。 

高天寺
たかまでら

橋
はし

本院
もといん

の休憩所をかりての昼食。四季

折々の花が咲くという寺でありオオヤマレンゲや

ヒメシャラなど珍しい花が昼餉に彩りと潤いを与

えてくれた。 

 

 

 

 

昼食後かなり急な丸木の階段を上ること数十分。

山道では大雨の影響と思われる数本の倒木の下を

くぐりながら歩き続ける。途中で、参加者全員が 

初めてと思われる植物オニヤガラに遭遇。 

 

 

 

 

  

興福寺の一
いち

和僧都
わ そ う ず

が開基した浄土宗の寺・極楽

寺へ。七堂伽藍を有する大寺院であったが、筒井

順慶に吐
はん

田
だ

氏
し

が滅ぼされ鐘楼門のみが残ったと

いう。  

 

 

 

 

 

 

古道と言うにふさわしい歴史を感じる古民家の

家並を通り抜けると、水越峠に向かう道と紀州に

向かう道の交差点にたどり着く。歩を進め最後に

訪れたのは長柄神社へ。最近の発掘調査により、

葛城一族の中心的な館跡があったと推定されてい

る。 

            

 

 

 

 

 

 

 

蒼く連なる周囲の山々と水をたたえた田とい

うこの季節ならではの大和の風景を堪能する一日

でもあった。バスの時間の関係で一言主神社の訪

問を諦め宮戸橋バス停へ。新宮が始発という路線

バスで帰路につく。 

 参加者からは下村氏の解説は詳細かつ簡潔で古

代史への興味が増したと好評であった。 
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   ６月 自然教室便り   

辻本 信一 

 

佐保台小学校 放課後子供教室 実施報告 

 平成 30年 6月 6日（水）、午後 2時半から午後

4時まで、佐保台小学校にて同校放課後子供教室

の新年度はじめての「自然教室」を実施しました。         

 晴天であれば、校庭での植物観察と教室内での

自然工作実施の予定が、この日は朝からあいにく

の雨。急遽雨バージョンに代え体育館内での実施

となりました。それ 

でも子供たちは元気 

いっぱい、室内用の 

「自然遊び」、「自然 

工作」全てのメニュ 

ーに笑顔で挑戦して 

くれました。     

当日の参加者は1年生から6年生までの61名。

当会スタッフは 10名でしたが、先方コーディネ

ーター・見守り隊のお母様方 8名もそこに加わっ

ていただき、お手伝いいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

自然遊びではオナモミの実を使ったオナモミダ

ーツに興じ、自然学習に遊びの要素を取り入れた

緑のクイズでは、目を輝かせお互いの知識を競い

合う子供たちの姿が印象的でした。  

カタバミの 10円玉磨きでは、ピカピカに磨き

上げた 10円玉を大事そうにポケットにしまい込

み持ち帰る姿が目につきました。 

また自然工作のジュズダマブレスレットと「無

事帰る」お守りの意味もこめたカエルのストラッ

プは子供たちにも大人気。満足そうな笑顔があふ

れました。最後には「童謡カエルうた」の大合唱。 

こうして楽しかった一日の幕を閉じました。 

育英小学校 校庭の自然観察会 実施報告  

6月 11日（月）午前 11時から 12時半まで、

奈良市法蓮町・育英小学校の 1年生 8名、2年生

18名を対象に校庭での自然観察会を実施。10名

の方にスタッフとしてご協力いただきました。  

１年生は、①カタ 

バミ（三つの魔法） 

②クロガネモチ（字 

が書ける葉っぱ）③ 

ヤツデ他（面白い葉 

の形）をテーマに校 

庭で植物観察。観察ポイントを絞り込んだおかげ

で、子供たちの集中力も高まり、私たちの話にし

っかり耳を傾けてくれました。 

2年生は、①野草を使った草カルタ②ミラーウ

ォーク（不思議な散歩）③イロハカエデ（プロペ

ラ飛ばし）を行い、「自然遊び」を通じ自然につい

て学びました。 

今年初めて実施した「草カルタ」は、下見の時

お邪魔した校庭で 26種類の草花を確認できたこ

とがヒントとなり生まれました。見過ごされがち

なこれらの草花にすこしでも関心を持ってもらい

親しんでもらうことを目的とした（名前入りの写

真パネルを用意し、1枚ずつ見せながら、その野

草をカルタよろしく探してもらう）ゲームです。 

                 

 

 

 

 

 

教室でのカタバミの 10円磨きは、こちらでも

大好評。全員が 10円玉をピカピカに磨き上げ「お

家の人に見せる。」と意気揚々と持ち帰りました。 

自由テーマの自然工作のストラップ作りでは、

見本を目にしながらも、それを真似ず、自分なり

の作品を作ろうとする子供たちが目立ち、大いに

感心させられました。中には台座をはみ出して飾

り付けをする子もいて、たくましさを感じました。 

自然と子供たち、楽しい発見がいっぱいの自然

教室に皆さまも、ぜひ一度ご参加ください。 

 

【さあ、みんなで頑張ろう！】 

 

 

【草カルタ】      【ピカピカの 10円玉】 

 

【オナモミダーツ】    【緑のクイズ】 

 

【元気に校庭に集合】 
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育英小学校 5年生 稲作体験学習 

       田植え 実施報告 

1・2年生の自然教室に先立ち、6月 11日の午

前 9時半から 10時半まで、育英小学校にて同校

5年生児童 18名を対象に、稲作実習として、田

植えの体験学習を実施しました。 

これまで担当された方がご高齢のため代わり

にと今年自然教室チームに依頼があり、お受け

しました。田植え指導は鈴木会長にお願いし、

自然教室から 3名がお手伝いしました。 

 

 

 

【よろしくお願いします】  【田植え実習】 

 

同校からは、田植え以降の草引き、収穫時の刈

取り、脱穀などの作業支援の依頼も受けています。 

田んぼは校庭にある 3.2ｍ角の花壇を使用。そこ

にミニチュアの田んぼが作られ、児童全員が裸足

で田んぼに入り、各自 4か所ほどにそれぞれ 3本

の苗を植える稲作を体験してもらいました。 

鈴木会長からは、田植えの方法のみならず、日

本の稲作の歴史、米の 

種類についての話もし 

ていただき、子供たち 

も真剣に耳を傾けてく 

れました。   

稲作体験を通じ、子 

供たちが今まで以上にお米を身近なものに感じて

くれればと切に願います。 

 

 

 
子供に還る 

岡田 安弘   

 旺盛な知識欲と言えば笑われるかもしれない

が、池の底から吹き出る地下水のごとく、今の

私は、植物を知りたい知りたいという意欲が湧

いてくるのです。 

裏返せば、これまで自然についていかに無関

心だったかということだ。 

 6月6日、奈良・人と自然の会が佐保台小学校

で開いた放課後自然教室に見学のつもりで参加

した。ところが指導スタッフのひとりとして紹

介され、冒頭から冷や汗。仲間の手まね、口ま

ねでやり過ごす。生徒のひとりが、もたもたし

ている私を見て「難しいのか？」と不思議そう

に聞く。「うん、眼鏡忘れたんや」と応える。

自然教室は私を子供に還してくれた。一息つい

た瞬間だ。 

 運び込んだ数えきれないほどの数珠玉。直径 

１ｃｍに満たない玉に、あらかじめドリルで穴

が通してある。仲間の苦労に頭がさがる。 

数珠玉と色違いのビーズを交互に極細のゴム

糸に通す。12～3個ずつ通すとブレスレットの

出来上がり。器用な子は「お母さん用も」と二

作目に挑む。瞳が輝いている。 

 竹笹の節に目玉を貼り付けてカエルの顔のスト

ラップができる。10円玉をカタバミ草で磨くと、

あら不思議ピカピカに光る。楕円形のオナモミは

トゲだらけ。これでダーツ遊びを仲間のベテラン

が思いついた。竹笹の節を除いて初めて見た植物

ばかり。名前も初耳だ。いずれも「ならやま」の

自生植物と知る。 

翌日が会の活動日。早速、数珠球草の自生地を

教えてもらう。苗を4本もらい、近所に借りてい

る畑に植えた。 

日ごろ口にする物と、よく見る花の名以外を私

は知らない。それに気がついたのが、会に参加し

た昨年10月のことだ。赤い小玉が鈴なりのハナナ

スに出会い、枯れた千日紅を摘みながら「ドライ

フラワーにするのよ」と教えてくれた仲間に出会

えた。その時に知った名前だ。 

以来、必ず名前をメモにし、帰宅して辞書を引

く。持ち帰れる植物は畑に植える。一子相伝の甚

五右ヱ門芋を植えたのが始まり。今や「ならやま

芋」と呼ぶそうだ。コンニャク芋も植えた。茎と

葉が顔を出している。先日の活動日、収穫に4～5

年かかると聞いて驚く。「それまで生きているか

なあ」と口走り笑われた。ならやまは私に生気を

吹き込んでくれている。 

 

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 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjk_vmxqo3YAhVIHZQKHWWxABAQMwjNAigPMA8&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJl97Ygt_bAhXCpJQKHYK9CLgQjRx6BAgBEAU&url=http://mdr.blog.so-net.ne.jp/_pages/user/iphone/article?name=2013-01-26&psig=AOvVaw29Uw84CqPJUCPBXyoQhuho&ust=1529473184300911
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佐保台小学校 

田植え体験学習 
 

冨江 文雄 
今年 10 年目を迎えた佐保台小学校 5 年生たち

の稲作体験学習は 6月 7日に実施された。 

前日に近畿地方全般が梅雨入りしたと宣言され

当日未明まで降り続いたがそれも上がり、曇天で

はあるが、田植えにはまずまずのコンディション

でした。 

午前 10 時

過ぎに担任の

永井先生に引

率された 24

名の児童たち

がベースキャ

ンプに到着。

早速田んぼの堤で靴を履き替えたが、何かしら不

安な様子。まず田んぼの神様に豊作を祈って花束

を奉納した。続いて全員田んぼの淵に立って、い

ざその中に足を踏み入れる時、中にはちゅうちょ

する児童がい

た。会員がま

ず入り、辻本

事務局長の

「さあ、元気

に入りましょ

う」という掛

け声に励まされて、恐る恐る入る子、思わず後ず

さりする子も見られたが、会員から苗の外し方、

それの植え方を教えてもらって開始した。   

初めはゆっくりしたペースであったが、慣れるに

従い早くなって、約 40 分後には二面とも完了し

た。 

多少のバ

ラツキはあ

っても、かな

り整然とし

た植えつけ

ができた。 

今年は、田んぼにはまってずぶぬれになる児童

もなく順調に体験学習ができた。 

 

足を洗ってからベースキャンプで鈴木会長の講

評があり、児童たちに質問と感想を聞いた。 

 

・田んぼに入ってはじめ気持ちがわるかったけ

ど、慣れると良くなって楽しかった。（男子） 

・足が抜けなくなって怖かったが、その後、面

白くなった。（男子） 

・はじめぬるぬるして気持ち悪かったが、後で

良くなった。秋の収穫が楽しみ。（女子） 

 ・お百姓さんのお米作りのご苦労が少し分かっ 

  たように思える。 

・秋の稲刈りにぜひ参加したい。 

 

など、一様に楽しく有意義なイベントとして捉え

ているように思える。奈良テレビからの取材もあ

り（当日夕刻の放送）、みんな元気いっぱいの学習

でした。今年の子どもたちは比較的に従順で熱心

であったとの講評です。 

最後に、豊作を再度祈り、秋の稲刈りに全員再

会をちかった。 
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雑草：ちょっと待ってよ、おっちゃん。 

翁 ：なんや、お前さんで最後や、暑いさ

かい早よ言うて。 

雑草：私もやっとこゝまで大きくなったん

やから見逃して～な。 

翁 ：あきまへん、依怙贔屓
え こ ひ い き

はあかん。何

言うてんねん、こゝは野菜専門でっ

せ。 

雑草：抜かれたらポイですやろ。 

翁 ：そらそうやがな。あんな、あっちの

田圃の側に鍬なんかの洗い場がある

のん知ってるか。 

雑草：何ですのん急に。 

翁 ：まあお聞き。以前は泥落しのブラシ

が地べたに置かれてたんやが、今は

杭と横棒で造作されて等間隔に掛け

られてるねん。それが使い良くてさ、

えらく気分えゝねん。 

雑草：その事と私の悲しい思いと何の関係

ありますねん。 

 

「五月は旅にでかけよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷川 萬太郎 

 

翁 ：お前さん察しが悪いな、こゝやった

ら競争相手もおらんし、肥料も横取

りできるし、ノボーとしておれるか

らな。 

雑草：えらい言われ方ですな。わざとこゝ

へ根を張ったんと違いますよ。 

翁 ：分っとるわ、そんな事。言いたいの

はな、野菜を作るにも整然とした畝

で日当りも良くてな、よう面倒見て

やるこっちゃ。 

雑草：よく分かりまいた。邪魔者は消えろ

でんな。 

翁 ：そないしょんぼりせんでも、大勢仲

閒のいる所へ連れてやるからさ、皆

とよう話合って今後の事考えなは

れ。 

～終～ 

 

 

「悲痛と無情」  

          竹本 雅昭 

 

 
 

  

爽やかな五月の風に乗って 

旅に出かけよう 

あなたと私と花たちと優しく微笑みながら 

 碧い空に揺れる若葉と心が踊る 

新しい街へ 

五月はあなたの瞳のように眩しく輝く 

 線路は続くどこまでも  

ラララララ♪♪ 

 

爽やかな五月の歌を歌いながら 

旅に出かけよう 

あなたと私と歌たちと楽しく過ごしましょう 

 遠ざかる田畑や山並みに  

追い縋るひばり 

五月はあなたの瞳のように眩しく煌めく 

 線路は続くどこまでも  

ラララララ♪♪ 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sharots.com/sozai/etc/kusamusiri.png&imgrefurl=http://www.sharots.com/sozai/kusakari.html&docid=N1H0FlbInaMJLM&tbnid=I7AHxyvPdAt6sM:&vet=12ahUKEwjun7fk89DbAhVKGZQKHZ1NBXI4rAIQMyhWMFZ6BQgBEIUC..i&w=366&h=378&bih=500&biw=1093&q=%E9%9B%91%E8%8D%89 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwjun7fk89DbAhVKGZQKHZ1NBXI4rAIQMyhWMFZ6BQgBEIUC&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicw8Ob89DbAhVKGZQKHZ1NBXIQjRx6BAgBEAU&url=http://tani-design.com/blog/kusamushiri-kotu/&psig=AOvVaw0p73F8P8UoWdGKjV3S715t&ust=1528988190492079
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 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjk_vmxqo3YAhVIHZQKHWWxABAQMwjNAigPMA8&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUjoiZnLbbAhVCJ5QKHYUvCToQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wanpug.com/illust189.html&psig=AOvVaw0_22T1zF36Mtr_nDhdKbOa&ust=1528071350500078
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj22tTynLbbAhVDI5QKHdqUAYwQjRx6BAgBEAU&url=https://publicdomainq.net/musical-note-0005910/&psig=AOvVaw3iIW8t6FEVuPb6x6-PID3f&ust=1528071710694494
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqLqh9dDbAhXGpZQKHWO2DCQQjRx6BAgBEAU&url=http://sozaishu.seesaa.net/tag/%83h%83E%83_%83%93%83c%83c%83W&psig=AOvVaw0p73F8P8UoWdGKjV3S715t&ust=1528988190492079
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqLqh9dDbAhXGpZQKHWO2DCQQjRx6BAgBEAU&url=http://sozaishu.seesaa.net/tag/%83h%83E%83_%83%93%83c%83c%83W&psig=AOvVaw0p73F8P8UoWdGKjV3S715t&ust=1528988190492079
https://flowerillust.com/html/line/line0289.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixx66FhtLbAhVKyrwKHXx2BXYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sui-sai.jp/illust/2014/09/post-24.html&psig=AOvVaw1H5QlzHKB_1Gz8lWlfhGAW&ust=1529027657589701
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明るく・楽しく・無理をせず 

活 動 予 定 日  

７ 

月 
５（木）１２（木）１９（木）２６（木） 

８ 

月 
２（木）９（木）２３（木）３０（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 

 

７／５ 協働作業 

イベント工作の準備 

枯死木伐倒・整理／薪割り／下草刈り 

１２ １９ 

イベント準備（うるしの木伐採など） 

散策路周辺整備／薪割り 

２６ 

散策路周辺整備／薪割り／下草刈り 

７／５ 協働作業 

里芋 サツマイモ 茄子 唐辛子 

パプリカ除草追肥／スイカのネット張り 

水田の除草（コナギ） 

１２ 

茄子 唐辛子 パプリカ剪定 

水田の除草（コナギ）／水田 畑周り草刈り 

１９ 

水田 土用干し除草（コナギ） 

ポカシ肥料作り／枝豆収穫 

２６ 

水田湛水 里芋湛水準備 

カボチャ スイカ 収穫 

◆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  

７／５ 協働作業 

整備：彩りの森草刈り整備 

ビオ池：池整備 

花：夏花の施肥、山野草園の草取り 

１２ 整備：彩りの森草刈り整備 

ビオ池：池整備 

花：山野草園の草取り、整備 

１９ 整備：BC周辺草刈り整備 

ビオ池：西池生物調査 

花：花ナスの移植、草取り 

２６ 整備：実りの森草刈り整備／竹林施肥作業 

ビオ池：池整備 

花：西花畑整備、数種移植 

７／５ 協働作業 

観察路除草、笹刈り／観察路周辺の伐採木片付け 

１２ 手すりロープの張り替え 

観察路除草、笹刈り／観察路周辺の伐採木片付け 

１９ 

イベント周辺の除草／観察路除草、笹刈り 

２６ 

観察路除草、笹刈り 

丸太階段補修、標識整備 

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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岩崎 雅子 

 私事で出足が遅れ、まだ参加は 2回です。花班

からのお誘いに、草取りは我が家でいやというほ

どしていますが、何か新鮮！大木の根元に白い腹

を見せて寝そべっているヘビを見つけ、よく見つ

けてくれたと喜んでもらいました。こんなささい

な事が、うん？役にたったん？ 

 ナデシコが数本新聞紙に包まれ新人さんに！ 

この心配りに感心しました。母の日間近でした。 

食卓を飾り来客には話題に困りませんでした。 

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

岡田 喜久子 

3 月にシニア自然大学校を修了、ただそのまま

終わってしまうのは寂しく、近くで続けられそう

な所と思い入会。自転車で 1時間ほどかけて到着

です。（電車、バスを乗り継ぐよりは速いので） 

 家でも畑を借りて自己流に菜園を。鳥の声を聴

き、蛙たちと話しながら一人その中にどっぷり浸

るのが好き。他にもいろいろとしていますのでつ

い頑張り過ぎてしまう私。 

 明るく楽しく無理をせずの言葉を心に、毎週参

加はできないと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

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

川岸 次郎 

以前から奈良ネイチャーの行事には時々参加さ

せていただいておりました。川岸じろうと申しま

す。妻（川岸美子）が会員でしたので、この度正

規に入会させていただきました。よろしくお願い

します。 

私は写真が趣味で、現在全日本写真連盟大阪府

本部で写真の講師を努めております。この会の活

動の幅広さに引かれて入会させていただきました。

自然の活動の中で良い写真が撮れればと思ってい

ます。今後ともよろしくお願いします。 

澤田 好男 

3月末に公立小学校を早期退職しました。人生

を半分回ったところで、後半戦は何をして社会に

貢献していこうかと思案しているところです。 

人と関わり・自然と関わることができるこの会

の活動は、一つの理想の形であります。参加して

いる方々が、皆生き生きと活動していらっしゃる

ところも素晴らしいです。 

他にも農業の勉強をしたり、ラグビーの指導を

したりしており、毎回参加はかないませんが、こ

の里山に来ることが楽しみでなりません。 

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

村田 裕子 

一人ではできない事も大勢でならやれる。木々

に囲まれ鳥の声を聞きながら汗を流すと達成感と

連帯感と非日常の心地良さに包まれるようです。 

家からの往復山間ドライブも気持ち良くて、こ

れからも長く「奈良・人と自然の会」の活動を楽

しく続けていきたいと思っております。 

既会員の皆さま、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

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

吉岡 溥 

このたび、入会させていただいた吉岡です。 

 2011年、鈴木末一氏から「ならやまで自然の森 

を創りたいので協力を」と声をかけられ、「クヌ 

ギコナラ林を中心とした疎林を再生し、花木や紅

葉の美しいものを植栽してはどうか」と提案。今

見事に達成しつつあり、うれしいかぎりです。 

佐保自然の森植樹祭にも参加。数々の受賞のお

祝い会にも出席。また創立 15周年記念誌にも寄

稿させていただき光栄なことでした。 

現在、私は柳本まちづくり会、伊射奈
い ざ な

岐
ぎ

神社
じんじゃ

氏子会
うじこかい

、退職校園長会などにかかわり、自家農場

やカラオケにも活動中です。すぐにとはいきませ

んが、機会をとらえて会の活動に参加したい。 

仲 間 入 り し ま し た 
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行事案内 Part１

7 月歴史文化クラブ研修会ご案内 

 ７月の研修は、下界の暑さを避け、「最澄と南都

仏教」をテーマとして掲げ、比叡山延暦寺を中心

とした伽藍の見学・研修を行います。 

 西大寺駅南口を出発。京奈和自動車道から京都

府宇治田原町に向かいます。普段あまり利用しな

い経路ですが、滋賀県の信楽や大津への抜け道や

メイン道路として古代から重宝されてきました。

特に徳川家康の伊賀越えの道として、また日本緑

茶発祥の地としてつとに有名な地でもあります。 

 今回は南山城六山の一つ、禅定寺に立ち寄り、

茅葺の本堂や重文「十一面観音菩薩像」などのす

ばらしき仏たちに相まみえます。 

 その後、この道を大津の坂本まで走り、最澄の

誕生寺と伝えられる生源寺や信長の安土城の石垣

を築いた穴太衆の積み石垣のある「滋賀院門跡」

を訪れます。そしてここから比叡山ドライブウエ

イを比叡山山頂まで登り、延暦寺東塔地域へ。こ

こは1200年前、最澄が山上に草庵を結んで以来、

多くの高僧を輩出してきた場所でもあります。  

 今回は仏教誕生と大乗仏教、南都仏教と最澄、

などについて学び、併せて中心となる根本中堂な

どを見学し、昼食をとる予定です。そしてさらに

西塔地域見学の後、横川地域へ。ここも円仁によ

って開かれた比叡山の３つの中心伽藍の一つで、

源信・日蓮・親鸞・道元など名僧が修行に入り育

っていった場所でもあり、今回は中心となる横川

中堂を見学します。その後は高速道路を経て大和

西大寺に帰着します。 

 ≪実施要領≫ 

１．日 時：7 月 10 日（火）8：00～17：30 

 雨天決行（マイクロバス27人乗り） 

２．集合場所：近鉄西大寺駅南口 8 時出発 

３．参加費：4000 円（延暦寺拝観料 600 円含） 

４. 持ち物：弁当、飲み物、雨具、暑さ対策

５．担当世話人：羽尻 嵩・八木 順一 

8月 月例研修会ご案内

吉野熊野国立公園大台ケ原は、トウヒ 

やブナ林など、紀伊半島では少なくなっ

た貴重な森林生体系が残る地域です。トウヒ群落

を主とする「東大台」に対し「西大台」はウラジ

ロモミ－ブナ群落が主となっており、静寂で原始

的な雰囲気を体験できる地域となっています。

しかし現在、大台ケ原はさまざまな要因により

森林などの衰退が進んでおり、西大台地区におい

てもその兆候がみられることに加え、今後の利用

者の増加によるさまざまな影響が懸念されています。 

そこで、西大台の美しい自然環境を守り、将来

にわたり静寂で、豊かな自然を多くの方に楽しん

でいただけるように、西大台地区は利用調整地区

に指定されており、事前の手続きが必要です。3

か月前に入山申し込みをし、団体の場合 10 名を 1

グループとして 1 人 1000 円の入山料を払って立

入認定証をもらい、当日立入認定証をつけて、大

台ケ原ビジタ－センタ－で事前レクチャ－を受講

してからの入山になります。 

≪実施要領≫ 

１．日 時：8 月 7 日（火）ＡＭ7 時出発 

 雨天決行（マイクロバス 27 人乗り） 

２．集合場所：近鉄奈良駅東 商工会議所前 

３．会 費：5000 円（入山料 1000 円を含む） 

４．行 程：商工会議所→道の駅、杉の湯→ 

大台ケ原→レクチャ－→西大台→大台出口 

→近鉄奈良 

５．持ち物： 

弁当、飲物、雨具、登山靴、ストック 

６．担当者：中井 弘・永井 幸次・冨井 忠雄 
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行事案内 Part２

「山もり・てんこ森」行事案内 

～山・川・海の恵みを未来へ～ 

平成 26 年度 11 月に奈良県で開催された「第

34 回全国豊かな海づくり大会～やまと～」の基

本理念「山は川を育み、川は海を育む～山・川・

海の自然の恵みを未来に～」を継承し、「山と川

の恵みに感謝する気持ち」を県民のみなさまに持

ち続けてもらうことを目的として、奈良県では、

県内各地で普及啓発イベントを開催します。 

（県公報抜粋） 

当会では本大会の趣旨に賛同し、「奈良県立野

外活動センター」にて催されるメインイベントに

今年も参加いたします。 

夏休みのこの時期、自然工作指導のスタッフと

して、またお子さま連れでの来場者として、皆さ

まもどうぞ奮ってご参加ください。 

１．日 時：平成 30 年 7 月 16 日（月・祝） 

10:00～15:00 

２．会 場：「奈良県立野外活動センター」 

 奈良市都祁吐山町 2040 

３．主 催：ポスト「全国豊かな海づくり大会 

イベント実行委員会」 

（奈良県農林部森林整備課内） 

４．内 容：自然工作（工作指導） 

「ブンブンゴマ」と「のらくろストラップ」 

５．自然工作準備セット数：各 100 セット 

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

公開イベント 行事案内 

「夏だ！休みだ！里山で遊ぼう！①」 

 奈良県下の子供たちとその家族に里山の素晴ら

しさと自然環境保全の大切さを知ってもらうた

め、林野庁交付金事業における教育・研修活動タ

イプの公開イベント、「夏だ！休みだ！里山で遊

ぼう！①」を、奈良県主催の「奈良県山の日・川

の日」・「山と川の月間」協賛イベントとして、下

記内容にて実施いたします。 

１．日 時：平成 30 年 7 月 21 日（土） 

10:00~15:00（受付開始 09:30） 

前日 19 時前のNHK 天気予報で降水確率

50%以上の場合、7 月 28 日（土）に延期。 

２．場 所：ならやまベースキャンプ 

３．内 容： 

  10:00~10:30 オリエンテーション 

  10:30~13:00 飯盒炊爨、カレーを調理 

  13:00~14:45 昆虫・水生生物観察・里山遊び 

  14:45~15:00 振り返り 

４．参加費用：子供・保護者各自お一人 500 円 

５．募集人員：小学生 40 名及びその保護者 

６．申込方法：7 月 1 日よりメールにて受付 

 受付担当：辻本信一 

７．その他詳細は 7 月 1 日以降の当会HP をご

参照下さい。 

奈良県下から多くの参加者が見込まれますの

で、会員の皆さまにはスタッフとして多数ご参加

いただきたくよろしくお願いいたします。  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

＊ ならやま活動 (木) 

8 月 2 日 協働作業の日 

8 月 16 日 ならやま活動休み 

8 月 25 日  夏だ！休みだ！里山

で遊ぼう！②（予備日 9 月 1 日） 

＊ 月例研修会 

8 月 7 日（火）大台ヶ原（西大台散策） 

近鉄奈良駅東 商工会議所前 7 時発 

(マイクロバス) 

＊ 自然教室 

8 月 20 日（月）ツバメの塒
ねぐら

入り 

観察 平城宮跡大極殿近く 

8月ならやま活動＆行事予告 

mailto:event@naranature.com
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平成３０年・６月度幹事会報告 

日時： 5月 29 日（火）14：00～16：45 

場所： 奈良市中部公民館 2F学習室 

出席者：22名（内監査役 1 名）、欠席者：2名 

 （議事録よりトピックスのみ） 

Ⅰ 会長挨拶 

 総会のお礼とならやまプロジェクト・12年目に

向けて新企画を進める。 

Ⅱ 事務局・会計報告 

 会員数：169名、4月度会計報告 

Ⅲ 活動・行事関係、課題・懸案・確認事項 

1. 平成 30年度活動推進体制

「顧問・参与・監査役・幹事の役割分担表」 

「ならやまプロジェクトの  

推進体制・サポート体制・健康促進体制」 

「会の組織体制&関連団体相関図」 

＊助成金：専門チームを設置 

2. ３か月と当月スケジュールの検討と確認

3. ならやまプロジェクト関係

＊各グループ・班で、備品の紛失対策を 

６月中に行ってください。 

＊ベースキャンプの水はけ対応について検討 

＊水タンク協力依頼（春の感謝祭） 

4. 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、総会 

＊天平祭、佐保台小の田植え 

＊春の感謝祭（6/21）（萱野） 

＊山もり・てんこ森（7/16）（太田、桜木） 

＊里山で遊ぼう！①（7/21）（三瀬、坂東） 

② (8/25)(担当未定）

5. ベースキャンプ西・真竹の竹林

 私有地であるが、地主さんから当会に管理を依

頼された。真竹は竹材として貴重なので、計画的

な伐採などを行って整備を進める。 

Ⅳ 広報関係 

会報誌 7 月号編成案承認（20 ページ） 

Ⅴ 喫緊案件 

幹事会議長・書記担当を作成 

次回 6 月 26日（火） 

 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（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。） 

◆ 栗花落（つゆり）：梅雨入り 

6 月 6 日に梅雨入りし、ならやま

の栗の花も雨に打たれている。 

神戸市北区山田町原野（箕面の近く）に、「栗花

落」姓や、「栗花落の井」があり、由来を調べた。 

今から約 1,300年前の奈良時代に、この地の山

田左衛門尉真勝（郡司）が、藤原豊成の娘・白滝

姫に恋をし、求婚をしたが断られた。 

哀れに思った淳仁天皇が、真勝と白滝姫に「和

歌くらべ」を命じ、真勝は結婚することができた。

それは梅⾬の時期で、⾬に打たれた栗の花が落ち

る時期であったことから、天皇より「栗花落」の

名字を賜ったと伝えられている。 

白滝姫が、持っていた杖で地面を突くと清⽔が

沸き出したという。村⼈はその井⼾に「栗花落（つ

ゆ）の井」と名付けた。 

（行々子） 

 会報誌［ネイチャーなら］・第１９８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、三瀬、山崎、山中、坂東 

表紙写真 「タマネギ収穫」 

エコファームでは、順調に生長したタマネギが

収穫の時を迎えました。会員への売上金は、会の

財源を潤します。 

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