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ネイチャーなら・第２００号（１）

憾なく発揮され、機関車（リーダー）としてご尽
力いただいた方で、会への思いの丈を込めた作品
となっています。
会長 鈴木 末一

Nature Nara

の頭文字 N と N を半円形にデザ

先達に想い馳せつつ２００号

インし、中央にはいつも若々しく、初心忘れず育

会報誌「ネイチャーなら」２００号の発刊を迎

つようにとの気持ちを込めた若葉のイラストを配

え、会員の皆さま方と共に心からお喜び申し上げ

されています。

ます。そして、編集に中心的に携わっていただい

会旗の色につ

た歴代編集長のご労苦に敬意を表します。

いては、「青丹吉

本会は 2001 年 9 月 24 日に呱々の声をあげ、以

（あをによし）寧

来 17 年目を迎えています。奇しくも設立総会開

楽乃京師者（なら

催月に２００号の記念号を皆さま方にお届けする

のみやこは）咲花

ことができますのも、感慨無量の心境でございま

乃（さくはな

す。

の）・・・」と万

2 年前に「創立十五周年記念誌」の編纂に携わ

葉集にあります

り、創刊号から誌面を通読しました。先達の皆さ

奈良の枕詞「あをによし」より「あを(緑、古名：

ま方の筆舌に尽くしがたいご労苦、会員の皆さま

青丹色)」に、ネイチャーならと奈良・人と自然の

方お一人お一人の会の活動への情熱、各種活動の

会の文字色は、
「丹色(丹はやや黄味がかった赤色、

変遷、いこま棚田や忍辱山国有林間伐などの取り

赤色には真心の意もあります)」にされました。な

組み、そして、待望久しかった本格的な活動拠点

お、色名については諸説あるようですが、色辞典

となった「ならやま里山林」での景観形成整備活

の資料により総合的に判断されたということです。

動の推移など、さらには随筆、文芸、広報記事と

このように一色一色に、「私たちは大和の自然を

ジャンルも広がり多彩なものとなっています。Ａ

愛します」の精神が込められています。

４版 1 枚でのスタートとはいえ、その一粒の種が

会員の皆さま、節目に当たりまして、創作され

芽を出し、大きく生長してきたのです。今やＡ３

ました想いを共有し、次世代へと受け継いでいか

版 4～5 枚(16～20 ページ)と厚みも増し、ページ

なければなりません。
よろしくお願いいたします。

を彩るジャンルも広がり、会員間のコミュニケー

会報誌は、活動に共感、協力を得るために大切

ションの一助として、また、地域社会への情報発

なツールであります。例えば、読み手の方々にと

信媒体としても根を下ろしています。

って知りたい情報が掲載されていることなど、読

１００号発刊の時、初代会長の川井さんが、

んでもらえることが大切です。タイトルや記事の

「それは一本の電話から始まった」と題して、会

切り口を工夫することなどがポイントとなるかと

の誕生秘話を寄稿されています。創立十五周年記

思います。編集チームの皆さんには、叡智を絞っ

念誌にも「無から有への生みの苦しみ」なるもの

てご尽力いただいています。時に応じて新企画も

を語っておられますので、是非とも再度ご一読い

盛り込んでいただきました。

ただければと思います。
次に、会のロゴマークと会旗のことです。2003

創刊以来今日まで、ご寄稿いただきました多く
の会員の皆さま、そして、編集印刷から発送まで

年 5 月 11 日国際奈良学セミナーハウスにて開催

携わっていただいてきました編集チームの皆さま、

されました第 2 回通常総会において決定されまし

第２００号の会報誌を無事に発行することができ

た。デザインされましたのは、寺田正博さんで

ました。ご協力とご支援に深く感謝いたします。

す。森林インストラクターの有資格者であり、初

会員の皆さま、より良い誌面づくりに、さらなる

期の活動におきましては、豊富な知識と技量を遺

ご協力を重ねてお願いいたします。
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ネイチャーなら・第２００号（２）

コースのパトロールを行う。その他、果樹班は梅

Monthly Repo.

ならやま

の剪定に汗を流す。
8 月 2 日(木）

八木 順一

晴れ 73 名

活動

昼食で流しそうめんを楽しむ。里山 G の協力で
テントの中にそうめん用の竹の樋が通され、参加

7 月 21 日(土） イベント 晴れ 41 名＋64 名

者は一時の涼

夏休み初日。猛烈に暑い日になったが「夏だ！

を味わう。し

休みだ！里山で遊ぼう！①」が予定通り実施され

かしいつまで

る。水分補給はもちろんのこと、笛の合図を定時

この暑さは続

ごとに行うなど、機会があるごとに体調管理を訴

くのだろう。

える。また終了予定時刻を大幅に繰り上げ、13 時

打ち合わせで

半過ぎにはすべてのプログラムを終える。午前中

はアダプトプ

の飯ごう炊さんによるカレーライス作り、そして

ログラム実施

午後の昆虫

の件や熱中症対策、その他助成金の見通しなどに

採集・水生生

ついての連絡がある。里山 G は流しソーメン準備

物調査、遊び

や倒木処理、エコ G はカボチャやスイカ畑の処理

の森での里

を中心に、景観 G は畑の周りの草刈りや実りの森

山遊びなど

のソバ畑の石拾いを行う。その他、ビオ班は池の

も大きな事

整備、花班はアジサイ畑の整理と東畑の寒冷紗掛

故もケガも

け、そしてパト G は 2 コースパトロールと観察路

なく無事終了。 のチエックに回る。
京都大学の徳地先生が来訪。当会の生の活動を視
8 月 9 日(木） 活動

察していただく。

曇り 74 名＋5 名

猛暑日が続く中での真夏日。それでも涼しさが
7 月 26 日(木）

活動

晴れ 61 名＋1 名

感じられる。しかし明日からはまた酷暑がぶり返

酷暑日が続く。人も木も草も例外なく暑さと水

すとか。ならやまの木も野菜もそして人も水不足

不足で音を上げ、へとへとだ。この暑さはいつま

と暑さでぐったり。エコ G では当番を決めて水や

で続くのだろう。打ち合わせでは先週実施のイベ

りを実施することとなる。県から 1 名、シニア生

ントの協力や参加お礼の他、救命講習会延期が連

1 名、そして近大生 2 名来訪。里山 G は水路補修

絡される。次回は 9 月上旬実施予定。会員家族 1

と台風被害木の整理・処理、エコ G は野菜の種ま

名来訪。里山 G は枯死木処理やシイタケ榾木の遮

きや苗の植え付け、そして景観 G は実りの森の草

光ネット張り、エコ G は野菜の追い肥入れや水田

刈りとソバ畑

の水入れ、そして景観 G は実りの森の草刈りを行

の種まき準備

う。ビオ班は

を行う。また

池の整備、花

ビオ班は水生

班はミョウ

生物調査、花

ガの剪定・収

班はヤマボウ

穫、またパト

シ周辺の整

G は観察路の

備、またパト G は倒木の処理や赤岳周辺のロープ

倒木処理と 1

張りと草刈りを主に行う。

ネイチャーなら・第２００号（３）
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八尾（やつお）とは八つの尾根があることから

私のふるさと

地名になりました。山と平野の境に発展した、坂
の多い街です。神通川の支流である井田川が、街

山と川と坂の街

福田 美伸

9 月 1 日からの 3 日間「八尾よいとこおわらの
本場 二百十日をオワラ出て踊る」おわら一色に。

に沿って流れ、その支流が 10 河川以上もありま
す。流れは急ですが、ダムの水を放水して、カヌ
ースラロームの国内競技大会が、実家から 300m
ほどのところで毎年開催されています。

「越中八尾おわら風の盆」富山を代表する民謡で

山は二百名山の「金剛堂山」
。平安時代には、銅

す。人口 2 万人の街に、3 日間で 27 万人以上の観

鉱石、鉄鉱石が発見されていたと古文書に。三百

光客が押しかけ、街では泊まることは、勿論、動

名山には「白木峰」
。白木とは「ブナの森」を意味

くこともできなくなります。
本部舞台がひけると、

し、
山頂付近は草原で、
本当に素晴らしい山です。

胡弓、三味線、太鼓、地方、踊り手が一団となり、

江戸時代、越中と飛騨の境界線争いが、藩主を

坂の街を朝まで「町流し」が。
「風の盆」が終わっ

巻き込んだ大事件に！幕府の命令、1674 年から国

ても、1 週間ほどは胡弓の残音が耳に、今でも身

境は未確定のまま「棚上げ」に。1970 年に林道が

震いを感じます。また城ヶ山公園からは、立山連

でき測量の結果。
「小白木」
の分岐稜線が、
僅かに、

峰が一望できます。新雪の積った秋、日没 5 分前

高いことが判明。それから、さらに 35 年もかか

から日没 1 分後までの立山連峰は、黄金色から深

って、富山県八尾町と岐阜県宮川村の間の、こじ

紅へと変わる光景！あまりにも、美しくて･･･。富

れにこじれた約 4 ㎞の境界線が、2007 年に確定

山出身者には、永遠に忘れることはできません。

しました。実に 330 年。どうでもいい話ですが、
富山県が広くなりました。
「隣との境界線は一寸た
りとも」
。
川が多いから橋も多い。実家から外へ出ると、
上と下の 2 ㎞ほどの間に、長さ 100m 級の橋を 11
も見ることができます。芭蕉は奥の細道で「くろ
べ四十八が瀬とかや」のごとく、非常に河川の多
いことに、驚きを表しております。富山藩は幕府
からの命令で「河川堤防改修絶対」とされ、富山
藩の石高は 10 万石。河川改修後、水田が一挙に
増え、享保年間には 14 万石になったとも。私の
知る限り、富山では、豪雨で水が堤防を 1 回越え
ただけで、決壊という言葉は存在しません。
山と川と坂の街。八尾は、素敵な街です。
おわら踊りを見るなら、8 月 11 日から下旬までの
土、日、練習踊りを 11 の各町で見ることができ
ます。また 9 月の末には「月見のおわら」
。ぜひ

上 夜明けの町流し、 下 秋の立山連峰

一度、行って見てください。

江戸時代より米、木材、和紙、養蚕業、売薬な

注：富山へは冬に行くところではありません。

どで栄え、街道の拠点として育まれた美しい街並

寒くて、寒くて雪の魔女が住んでいます。

と文化が今も受け継がれ、八尾町は「美しい日本

でも、とても魚のおいしいところです！

の歴史的風土 100 選」にも選ばれております。

「さかなクン」も富山を絶賛しています！
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ネイチャーなら・第２００号（４）

里山グループ

エコファームグループ

森 英雄

弓場 厚次
◆Eggplant

この５月に副会長を辞し、久～しぶりに腰にの

今シーズンは春先きに新築・改装した２棟の

こぎりと剪定ばさみをぶら下げて気兼ねなく里山

「育苗ハウス」で発芽した「ナス」が夏野菜の

林に分け入って楽しく整備作業を行っています。

主役として順調に生育しました。エコファー

そんな中で何となく山の景色・雰囲気が昔とかな

ム夏野菜の収穫も 7 月には台風 12 号の被害は

り変わってきている戸惑いを感じています。

少なく、後半から連日 35℃を超える高温の中

立木がまばらで里山らしくない個所があったり、

でも収量は上がり大収穫です。特に長ナスの

椎茸ホダギに遮光ネットをかけたり、伐採枝など
が投げ捨てられたり、はたまた緑陰広場にテント
を張ったり……。
これは無理もない事だとも思います。
この間に、
『ナラ枯れ』という未曽有の『災害』に襲われた
事が大きな原因でしょう。ならやま里山林では何
とかこの被害をなくそうと、３年以上にわたって
数台のチェーンソーをフル稼働させてナラ枯れ関
係木を伐採する事が求められました。全く余裕が

成長は素晴らしく、ナスの売り場面積も一段

なく、他の作業にはほとんど手をかけられない状

と大き くなり、「 ほのぼの基 金」の充実に 努

態だったのだと思います。

めており、お盆も過ぎると「秋ナス」の対策で『更

この必死の取り組みの結果、ナラ枯れ被害は最

新剪定』の時期を迎えます。

小限度で済み、その結果、里山での環境教育など
も一度も休むことなく続けられました。現在は被
害木もほとんど除去でき『緊急の復旧作業』はほ
ぼ終わりました。
今は、本来の『子孫に引き渡すべき里山』を目
指す整備すなわち『復興作業』の段階に入ってい
ます。
部分皆伐、植樹、さらには訪問者に美しいと感
じさせる里山にするための維持管理などをいかに

川井さん・樋口さんがお元気なころの「茄子クラブ」

組み合わせていくかが重要な課題であろうと思い

当会では平成 20 年ころ、川井顧問や樋口善雄

ます。
さらにまた資源利用事業もレベルアップして推
進していかねばならないと思います。
これらを行うためにはより多くの労力が必要で

さまがご健在で、エコファームでは「茄子クラブ」
が発足し、臨時活動日に水やり当番を週２回設定
してメンバーの支援で楽しくナスの栽培や収穫を
経験させていただいたことを申し添えます。

す。メンバー募集中！ チェーンソーなどが使え

ナスの表皮には「なす紺」と呼ばれる紫紺色の

なくても、森に入ってのこぎりや剪定ばさみなど

色素・抗酸化作用の高いナスニンがたくさん含ま

で作業をすれば楽しく整備作業ができます。手軽

れています。ナスは調理する直前にできるだけ皮

な薪割り作業もあります。未経験の人も是非とも

ごと調理して、有効に取り入れるように工夫して

のぞきに来てください。お待ちしていま～す。

「秋ナス」を楽しんでください。
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ネイチャーなら・第２００号（５）

景観グループ

鳥シリーズ

下村 晴文
◆実りの森と佐保自然の森

小田 久美子
◆コマドリ

今回は、ベースキャンプから遠く離れているた

14cm 程の雀大の鳥。奈良では夏鳥で「県の鳥」

め、日頃目につかない実りの森と佐保自然の森で

でもあります。鳴き声が「ヒン カラカラ」と馬の

の草刈り隊の活動の様子を、少しだけ紹介します。

嘶（いなな）きのように聞こえることから「駒鳥」

実りの森は、ベースキャンプから、南東へ自転

と名付けられま

車道に沿って徒歩 15 分ほどかかります。竹林整

した。そのコマド

備やクリ・ブルーベリー・グミなどの果樹園、そ

リが最近極端に

ば畑などの活用が進んでいますが、敷地は 20,216

減少している実

㎡と広大です。春から秋にかけて 4～5 回の草刈

態を解明するた

りが必要です。秋にはそばの花で一面真っ白にな

めに、
2010 年 8 月

ります。残念ながら、下の道路や自転車道から見

奈良県と野鳥の会奈良支部の共同で台高山系 11

えにくい場所にありますが、少しでも地元の人に

ヶ所の緊急生態調査を実施しました。1977 年には

も、見て楽しんでいただけるようにと頑張って草

134 羽だったのが、9 羽に減少。特に大台ヶ原地

刈りを続けています。

区では 116→6 羽という危機的な状況でした。私
は 4 人で大台教会を宿に 2 日間で東西を歩き回り
ましたが、西大台展望所から向かいの大蛇嵓から
の声が聞こえただけで西側では 0 カウントに終わ
りました。コマドリは「スズタケ」
「ミヤコザサ」

実り森の草刈りとそばクラブの石拾い風景

佐保自然の森は、ベースキャンプから南へ山越
えで行くか、自転車道に沿って実りの森を超えて
徒歩 20 分以上かかります。敷地は 20,364 ㎡と広
大ですが、活用は、あまり進んでいません。竹林
もあり、花やそば栽培も行われましたが、今年は

左：スズタケ 2008 年 右：2010 年枯死

断念するそうです。草刈り隊も数回、部分的に整

などの笹の仲間に依存し、隠れたり巣を作ったり

備を行っているだけですが、それでも草刈り中に

していますが、特に「スズタケ」は 1 年芽を鹿に

地元の人からお礼を言われたこともあります。入

食われると枯れてしまうのです。大木が倒れても

り口には、奈良・人と自然の会の大きな看板が設

次世代更新ができないディアラインの景色は全国

置されており、会として特色ある活用方法が求め

で見られます。鹿が食べないバイケイソウ・カワ

られています。現在いろいろな活用方法が検討さ

チブシ・ミヤマシキミ(ツルシキミも)ばかりで心

れており、今後に期待したいものです。

配です。あれから 8 年、どんな環境変化があるの
かと 8 月月例研修会に参加しました。以前よりも
倒木が多くなり、上記の草たちが広がっていまし
たが、防御柵も多くなってその中にはスズタケな
どが繁茂しているようでうれしかったです。その
中ではきっと幼木も育っているはずです。コマド
リは今回も遠くで声がしましたが、方角は展望所

佐保自然の森の看板と草刈り風景

への分かれ道方向だと思われます。
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川井さんが言いたかったこと
吉川 利文

ユートピアって？
ならやまに「ユートピア構想」なるものがある
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る人がいるやろ」と続けられた。私は拍子抜けし
ながらも一種の感銘を覚えた。
座談会で川井さんは「人間力の涵養」につい
て、こうも発言しておられる。
「具体的に言えば
『人への思いやり』『挨拶』『感謝』『労（いたわ）

という。いまは亡き、当会の創始者川井秀夫さん

り』など本来人間が持っている美徳が少し欠如し

のご提言とか。一体どういうものをユートピアと

ていないか、そんな思いです」
（42 頁）
。また

いうのか、ご本人の口から聴きたいとかねて思っ

「川井さんはよく『ならやまには、
“良識ある個

ていたが、昨秋逝去され、ついにその機会を失っ

性”が必要』と言っておられた」と聞いたことが

た。

ある。そうか、川井さんは、ユートピアの到達点

先日、ふと思い立って「創立 15 周年記念誌」

を、人間的魅力、美徳、良識があふれたコミュニ

を読み返した。川井さんは、歴代会長による座談

ティにみつけようとしたのか、と一人合点したも

会などで「モラールの高揚」
、
「人間力」
、
「人間力

のである。

の涵養」などと強調しておられる。
さらに、「回想と展望 夢・未来」の部でも、こ

記念誌を読み進めると、会員による「夢・未

んなことを述べておられる。創始者として書かれ

来」ひと言集でも、すでに川井さんと同じ夢を見

た冒頭の寄稿文「創立 15 周年に寄せて～一万歳

ておられる方たちが多くいたのに驚いた。

のハーモニー」の中ほどに、将来展望として 4 つ

「個性豊かな人々の集まりなので、一人ひとり

の目標を挙げられ、①スムーズな世代交代②市民

が里山の自然の営みを感じながら、色々な思いや

クラブへの醸成③コミュニティの醸成、に次いで、

気持ちを伝えあえる仲間を作り、気持ちのいい汗

④としてやはり「モラールの高揚」を強調されて

を精一杯流し、悩みやストレスも吹き飛ぶよう動

いるのである。「難しい問題ですが、共同体として

いていきたい」

人間力・集団力・行動力が必要です。相互扶助・

「日本は、様々な道の文化。道とは自分で体験

自主参画の精神性を高め創造力の培養に努めてい

しながら得る心の文化。私にとって、ならやまは

ただきたいと思います」
（17 頁）と説明しておら

自然と人が調和した、心がゆるむ道の駅です」―

れる。またしても「モラールの高揚」「人間力」で

―。

ある。
今年度の活動が始動するころ、朝礼で辻本事務
たまたま、私は記念誌の編集にも関わらせてい

局長が「お互い挨拶を心がけよう」「名札をつけ、

ただいたので、その合間に川井さんに「人間力と

新旧会員同士話しかけ合おう」と呼びかけた。内

かモラールの向上というのは、平たく言うとどう

心、「ここは幼稚園か」と感じないでもなかった。

いうことなのですか」と、不遜にもお聞きしたこ

が、川井さんの言葉を重ね合わせた時、
「これも

とがある。川井さんが同じ高校の同窓生であるこ

“川井イズム”ではないのか」との思いに駆られ、

とがそのころ偶然わかり、その気安さが手伝った

納得した。

のかもしれない。
「なにを若造が…」と一蹴されるかとひやひや

川井さん、ごめんなさい。川井さんの片言隻句
をとらえた、私のとんでもない「忖度（そんた

したが、川井さんは、意外に気軽に、しかも明解

く）
」かも知れません。そうだったとしたら大変

に「一番わかりやすいことで言えば、あいさつや」

失礼なことでした。でも、
「ユー

と答えられた。
「あいさつ？」
。怪訝な顔で聞き返

トピア」はそんな楽園でもあって

すと「朝、顔を合わして挨拶しても知らん顔をす

ほしい、と私は願うのです。
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スタッフの協力でカレーが出来上がり、予定時

夏だ！休みだ！里山で遊ぼう！①

刻に昼食タイムを迎えました。自分たちの作った
カレーライスの味は格別のお味のようで、ご飯も

坂東 久平
7 月 21 日（土）ならやまベースキャンプで、恒
例のイベントを開催しました。

足りなくなるほどの大好評でした。食後に飯ごう
や食器などの洗浄をしました。
午後は、昆虫採集、ビオトープの水生生物観察

猛暑の中、幼児を含む子供 33 名と保護者 28 名

と里山の観察（シイタケ栽培、部分皆伐地）を、

の 61 名の参加者でした。
（キャンセルは 3 家族に

2 グループに分かれて行いました。異常な高温の

収まり一安心）当会スタッフ 41 名がお世話をさ

ため計画を一部変更し、1 クル－を 20 分に短縮し

せていただきました。

水分補給と休憩を入れ、熱中症対策に配慮しまし

9 時半の受付開始とともに続々と参加者が来場
し、子供たちは早くも捕虫網を振りながら、駆け
回っていました。

た。充分な時間が無くて子供たちには申し訳なか
ったのですが、
やむを得なかったと考えています。
昆虫採集

10 時に開会のセレモニーと集合写真の撮影を

では、たくさ

終え、午前中の行事「飯ごう炊さん」に取りかか

ん の 蝶 やト

りました。

ン ボ を 捕ま
え た 子 もい
ました。
ビオトープ
では、担当者か
ら水生生物の
話を聞き、池の
生き物を捕ま
えていました。

4 班に分かれ、各班世話役の指導の下で、ブロ

緑陰広場の裏から、急な山道を登り里山林に入

ックを使ったカマドの組み立て、お米の準備、野

り、まず、シイタケ栽培の原木を見て、大いに興

菜の準備などに分かれて、
子供たちが大活躍です。

味を示しました。また、部分皆伐地では、担当者

普段は使った

から森の仕組み

こともないマ

の話があり、子

ッチに火を付

供たちも保護者

けたり、慣れ

の方も大変勉強

ない包丁で野

になったようで

菜を切ったり、 す。
お米をといだ
り、初体験の
事が多かったようです。
小さな怪我はありましたが、
無事準備ができて、

当初予定の
15 時より早めの解散となりましたが、事故もなく
無事に終了しました。
事前の準備、当日のお世話、事務局及びスタッ

飯ごうでご飯を炊きました。熱中症にならないよ

フの皆さま、大変お世話になりありがとうござい

う、水分補給などに気を配りました。

ました。
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的で幽玄な風景である。しっとりしたコケ類の緑

8 月・月例研修会報告

が大地をおおっている様子は実に美しい。

原生的な苔むす西大台を歩く
中井 弘
8 月 7 日（火）
、参加者は 28 名。台風 13 号の

カツラ谷を渡ると、高野谷沿いの平坦な「開拓
跡」に出る。明治 2 年から 2 年にわたって、京都
宇治の興正寺・寺侍ら開拓団が蕎麦・粟・稗・大
根・馬鈴薯などを栽培したが失敗したという。

影響で昨日までの快晴から一転してどんよりした

開拓跡を過ぎると水が溜まった大きな湿地帯が

天気である。大台ドライブウエイからは、大峰山

あり、バイケイソウの群生地だがやはり花期を終

脈の大パノラマが見えるのだが、残念ながら厚い

わっている。ここは西大台コースの最奥地点で、

雲に覆われている。

駐車場に戻る周遊コースに入る。

大台ケ原は 1500m 前後の高原状台地で、吉野
熊野国立公園に属する。
最高峰の日出ヶ岳（1695m）がある東大台と原
生的な森林が広がる西大台に分けている。
西大台は利用調整地区となっており、入山制限

高野谷に架かる赤い吊橋を渡ると、ここからは
ガレ場の急な登りが続き、なかなかきつい。やが
て巨大な巌の下から流れ出る湧水があり「たたら
力水」と名付けられ、実に甘露である。一息つく。
霧が薄れはじめ、中の谷の木橋が明るく浮かび

がある。事前予約と大台ビジターセンターでの事

上がってきた。
幽玄な美しさに感嘆の声が上がる。

前レクチャーを受けねばならない。1 グループ 10

最後の登りが胸突き八丁である。喘ぎながら登

人までの規制があり、3 班に分かれて入山する。

り切った所が「大台教会」である。かつては宿泊

大台教会前からブナの樹林帯を緩やかに下って

もできたようで、深田久弥も泊まっている。前出

いくと、花期の過ぎたバイケイソウの群生するナ

の「山岳誌」には「全く信仰の対象にならなかっ

ゴヤ谷の明るい川原に出た。

たこの山に大台教会が建ったのは 1899 年 8 月で

「松浦武四郎」の道標がある。松浦は蝦夷の探

あった。岐阜県郡上市出身の古川嵩が縁あって教

検家で知られる。
ロシアの蝦夷地への進出を恐れ、

派神道の一派、神習教の分教会「福寿大台教会」

江戸幕府の命を受けて徹底調査し、明治になって

を建て、天地開闢（てんちかいびゃく）の三神、天御

「北海道」と命名したとされる。日本山岳会の山

中主神（アメノミナカヌシノカミ）、高皇産霊神（タカ

岳誌によると、幕末から明治にかけて大台ケ原を

ミムスヒノカミ）
、神皇産後霊神（カンムムスヒノミコト）

世に紹介した先人であり、遺言により、こよなく

ほか天神地祇を祀った。
」とある。余談だが東大台

愛した故郷の山・大台ケ原のナゴヤ谷の上にある

の牛石ヶ原に古川嵩が建立した神武天皇の銅像が

御霊岡に分骨埋葬されたとある。

建っている。これは神大和磐余彦命（カムヤマトイ

中の谷の徒渉地点で A・B・C 班が一同に合流
し昼食とする。
A 班が先発する。

ワレヒコノミコト）一隊が熊野から大和に入る途中、

この辺りで道に迷い、八咫烏（ヤタガラス）に導か
れて危地を脱したという。

ブナが群生する七つ

我が B 班

池を過ぎる。道は固

は C 班に追

定ロープや踏み跡を

い越された

たどれば迷うことは

が、それで

ない。大台ケ原は日本有数の多雨地帯で、太平洋

も駐車場に

の湿潤な空気が山脈に当たり大量の雨を降らせる。 は予定時間
この雨が苔むすトウヒやブナの原生林を育て、ス

より 30 分早い 16：10 に帰着した。所要時間 5 時

ギゴケなど厚い苔類が岩や大地に繁茂する。

間 40 分。コース全体が樹林帯の中で、深山の霊

霧が湧き上がってくる。霧に煙る原生林は幻想

気を感じながらの清々しい山行であった。
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回のテンポで行います。（思ったより速いです）

救命講習に参加して

1.2.3.4・・・と 30 数えたところで人工呼吸を 2
回行います。顎を持ち上げ気道を確保して鼻をつ

青木 幸子

まみ（自分のではない）口から思い切り息を送り

「西日本豪雨災害」

こみます。いったん鼻から手を離しすぐに 2 回目

のあった日、７月７日

の息を送りこみます。この間 10 秒以内とし、す

（土）奈良も大雨でし

ぐに胸骨圧迫に戻ります。また 1.2.3.4・・・と

た。私たち 17 名は土

30 数えたら人工呼吸を 2 回、このサイクルを救助

砂降りの中、市防災セ

が来るまで続けます。人数がいれば素早く交代し

ンターに集合、
「普通

ます。
（結構きついので）

救命講習１」を受けてきました。まず受け付けを

AED が届きまし

済ませ 3 階へ。
（時間厳守、遅れると修了証がい

た。箱を開けると

ただけません！）最初に約 1 時間のビデオを見ま

自動的に電源が入

す。大切な救命のビデオだったのにいつの間にか

り（入らない機種

睡魔が・・・。というわけでよく覚えていません。

は電源ボタンを押

しかし体を使って学んだことは覚えていますので

す）音声の指示に

講習の模様をお伝えします。

従います。倒れている人の服を脱がし（難しい時

倒れている人を発見したら、まず大声で応援を

はハサミで切る）
電極パッドをシールからはがし、

呼びます。倒れている人の両肩をたたき、耳元で

片方の胸には肩に近いくらいに、他方には脇腹に

大きな声で「大丈夫ですか！大丈夫ですか！」と

粘着面をしっかり貼り付けます。すると器械が自

声をかけて意識があるかどうかを、また肩越しに

動的に心電図の解析を始めます。周りにいる人を

胸の膨らみを見て呼吸しているかどうかを確認し

遠ざけたうえで、器械の指示に従い、通電スイッ

ます。呼びかけに応じない！息をしていない！！

チを押します。電気ショックを行ったら、直ちに

「みなさん来てください！」と大きな声で助けを

胸骨圧迫を再開します。

呼びます。
「A さんは 119 番お願いします！」
「B
さんは AED を持って来てください！行ったきり

「転ばぬ先の杖」知らない、聞いてない、やっ

にならないで必ず帰って来てください！」と指示

たことがない、誰かがしてくれる・・では助かる

をし、直ちに心臓マッサージと人工呼吸を始めます。

命も助けられません。安全・安心に活動するため

＊「ならやま」は

に「自らの安全は、自ら守る」は基本ですが、急

住所を特定しにく

性心筋梗塞や脳卒中などは何の前触れもなく起こ

いので、前もって

ることがあり、心臓と呼吸が突然止まってしまう

消防署に場所を連

そうです。そんな時の応急処置は１分１秒を争い

絡してあります。

ます。落ち着いて迅速、かつ適切に対応するため

また AED は、な

には日頃から訓練をしておく必要があります。

らやま BC 近くの

この講習は一人ひとりが実際に心臓マッサージ

「ならやま会館」
にあり、
借りることができます。

と人工呼吸、AED の操作を行います。全員が真剣

さて心臓マッサージですが、胸の左右真ん中に

な表情で、よくできた人形と格闘しました。この

ある胸骨の下半分を、重ねた両手で強く、速く圧

貴重な体験から、改めて応急処置の大切さを再認

迫します。片方の手の付け根を置き、他方の手を

識するとともに、少しはいざという時の心構えが

重ねます。肘は曲げずに垂直に体重をかけて、胸

できたかな、と思います。

が 5 ㎝沈むくらいまで圧迫し、
１分間に 100～120

皆さまもぜひ受講されますようお勧めします。
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と執政王が葬られている。

3 代目：桜井茶臼山、4 代目：メスリ山には、
宗教的権威と政治・軍事的権威を掌握した一人の
執政王が葬られている。
5 代目、
6 代目に相当する行燈山と渋谷向山は、

大和の大型前方後円墳

記紀の記述などから、崇神天皇、景行天皇の墓で

（橿考研創立 80 周年記念講演より）

ある可能性が高い。

坂東 久平
6 月 10 日に橿考研にて、関西古代史界の第一人
者である、白石太一郎先生（註１）の講演があった。
ヤマト王権初期の 6 基の大型前方後円墳を中心に、
従来の学説に加えて先生からの提案などを交えた
お話しを拝聴した。

全てが破壊されている理由について、白石は埋葬
時に既に破壊されていたのではないかと考えてい
ひらばる

る。北九州糸島の平原遺跡・平原 1 号墳からは、
40 面分の破壊された銅鏡が出土しており、類似性
がある。

にしとのづか

ふすまだ

あん

6 基の古墳は、北から西殿塚古墳（衾田陵）
、行
どんやま

桜井茶臼山からは、81 面の銅鏡破片が出土した。

しぶたにむかいやま

燈山古墳（崇神天皇陵）
、渋谷 向 山 古墳（景行陵）
、

はしはか

最初の大型前方後円墳は箸墓古墳であるが、宮
おおいちのはか

や ま と と と ひ も も そ ひ め

内庁は大 市 墓 ・倭迹迹日百襲姫命の墓に治定し

箸墓古墳（大市墓）
、桜井茶臼山古墳、メスリ山

ており、立ち入り調査や発掘が許されていない。

古墳である。築造順序については研究者の意見は

しかし、宮内庁職員による調査で、宮山型特殊

一致しており、箸墓→西殿塚→桜井茶臼山→メス

器台・特殊壺、最古の埴輪である都月型円筒埴輪

リ山→行燈山→渋谷向山の順が定説となっている。 などが採集されており、これらが墳丘上に置かれ
ていたと想像される。
これらの古墳が王墓か否かについては諸説があ
また、宮内庁が 50 年前の調査結果を公表して
り、白石氏は全てが王墓、石野氏（註２）や塚口氏
（註３）は桜井茶臼山とメスリ山を外す。岸本氏（註
４）は聖俗二重王制を唱え、箸墓、メスリ山、行燈

いる。これによると、後円部頂上部分が前面に石
を厚く積んだ特異な構造であることがわかった。

山が祭祀王の、西殿塚、桜井茶臼山、渋谷向山が

また、5 段目の円周は 44m で、4 段目との境を板

執政王の墓としている。

状の石で仕切っているようである。

白石氏はヤマト王権の初期は聖俗二重王制で、
1 代目、2 代目までは、祭祀王が卑弥呼、台与で、
3 代目からは二重性は解消し、男子の執政王のみ
としている。
（聖俗二重王制とは、祭祀王（女）が神を祀り、
執政王（男）が政治・軍事を執り行い、二人の王
が国を治める）
墓の被葬者については、箸墓は卑弥呼であり、
根拠として、
卑弥呼の没年が 247 年
（魏志倭人伝）
で、箸墓古墳築造時期が 250 年頃と推定されるこ
と挙げている。
西殿塚は台与と執政王の合葬としている。古墳
の後円部と前方部にほぼ同じ大きさの方形基壇が
認められており、発掘調査は未了であるがこの下
に埋葬施設があると推定している。ここに、台与

これらの古墳の主が誰なのかは別として、古
代史オタクにとっては、ロマンの塊であることは
いうまでもない。
（註）
１．白石太一郎：大阪府立近つ飛鳥博物館館長
２．石野 博信 ：香芝市二上山博物館館長
３．塚口 義信 ：香芝市文化財保護審議会会長
４．岸本 直文 ：大阪市立大学教授

Sep. 2018

ネイチャーなら・第２００号（１１）

「不思議な鏡」
谷川 萬太郎
鏡に映そう君の姿を 鏡に聞こう君の心を
鏡は知っているのだ 君のすべてを
悲しいときには 一緒になって涙をながし
他には誰も知らない 小部屋の片隅で

嬉しいときには 笑って答えてくれる
寂しいときには そっと話かけてくれた

二人で語り明かした 懐かしき思い出

そんな鏡こそ 君の心の友に乾杯だ

見つめる少女のように その優しい眼差し
今日も又あなたは 朝になく夜になく
眺めては想いに耽り 永遠の恋人のように
苦しい時悲しい時 私は貴女の心の鏡

「まじめにやれ！」
竹本 雅昭
人形：先輩、そこじゃないですよ、もう少
し上の胸骨を圧迫して下さいよ。
翁： なになに、先輩とは嬉しいな、もっ
ともっと言うてんか。
人形：何を喜んでますねん、そこやったら
肋骨折れてしまうやおまへんか。
翁： 大丈夫、お前さんにはそんな骨あれ
へんねんやから。

人形：H なおっちゃんやな。ほれ休んでる
間はないっすよ、次の接吻ではきれ
いな息で頼みますよ。
翁： あゝまかしときな、今日はニンニク
食べてないし、感染防止用シートを
使うから安心しな。懸命に汗かいて
やっとんのに、何や彼やと注文の多
い急患人形や全く。

人形：だって・・・今ちゃんと訓練しとか

人形：やれやれ、世話のやける訓練生や。

な、いざという時役立ちませんよ。

ハイ、次は AED やけど、チャッチ

翁： そない心配やったら、あんたの妹を

ャッとパッド張って下さいよ。こそ

連れといで、ちゃんと胸骨の位置も
分かりやすいし、指導員さんも褒め
てくらはるわ。

ばしたらあきませんよ。
翁： 分かってます、簡単なこっちゃ、ま
かしとき。それより、電気ショック
の時は思い切り跳ね上がりや、この
訓練で一番面白い場面なんやから、
頼むぜ。
人形：遊びと違いますよ、全く。いざ本番
という時大丈夫やろか、甚だ心配な
ことです。
～終～
＜防災センターにて＞
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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

明るく・楽しく・無理をせず
活 動 予 定 日
９

6（木）13（木）20（木）27（木）

月
10

4（木）11（木）18（木）25（木）

月

◆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 16ha 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

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

景

山

観

９／６ 協働作業・アダプトプログラム

９／６ 協働作業・アダプトプログラム

１３

整備：自転車道・彩の森草刈り

２０

２７

枯死木伐倒・枝の処理

ビオ池：西池生物調査

水路の補修

花：アジサイ剪定、夏花施肥、草取り

薪割り・薪材の運搬

１３
整備：彩の森草刈り

エコファーム

ビオ池：池整備
花：半夏生剪定、日陰植物園、草取り
２０

９／６ 協働作業・アダプトプログラム

整備：実りの森草刈り

大根・日野菜などの播種

ビオ池：池整備

蕎麦：蕎麦畑の草取り

花：山野草園草取り、整備

果樹：ブルベリー 礼肥

２７

１３

整備：実りの森草刈り

ブロッコリー・葉牡丹定植

ビオ池：西池生物調査

大根・ニンニク植え付け

花：花菖蒲園草取り、山野草園草取り、整備

果樹：ウメの弱剪定

パトロール

２０
玉葱・菜花・レタスなどの播種

９／６ 協働作業・アダプトプログラム

蕎麦：蕎麦畑周辺の草刈り（満開？）

１３

果樹：柑橘類一部 施肥

観察路の笹草刈り

２７

ロープ手すり、丸太階段補修

ほうれん草・春菊などの播種

落枝木片づけ

ネギ類の追肥

水路改修

２０

２７
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行事案内 Part１
9 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」
ミステリーツアーよろしく、直前まで「お楽し

平成３０年・８月度幹事会報告
日時： 7 月 31 日（火）14：00～16：40
場所： 奈良市中部公民館 2F 学習室
出席者：21 名、欠席者：2 名
（議事録よりトピックスのみ）

み」自然観察会として、行先を伏せておりました
今年の秋の自然観察会は、大阪自然史博物館友の

Ⅰ 会長挨拶

会副代表の田代貢さんを講師に「生駒の山のふと

台風により倒木 2 本発生、奈良県が処理済み。

ころに、緑の森を巡らせて、渓の瀬音を聞くとこ

更に危険木 2～3 本の処理を検討。

ろ、歴史も古き滝の寺」とうたわれた、清瀧山大

Ⅱ 事務局・会計報告

乗瀧寺（通称滝寺）周辺の自然を訪ねます。

会員数：169 名（前月と同じ）

多くの方のご参加をお待ちしております。

西日本豪雨災害への義援金の中間報告
6 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（ＨＰに掲載）
・四日市ボランティア会員の訪問 9/27
・普通救命講習１受講日 9/8

◎ 日時：9 月 10 日（月）10 時～14 時（予定）
雨天の場合は中止となります。
◎ 集合場所：近鉄生駒駅中央改札口
（出たところ）
◎ 持参するもの：弁当、飲み物、筆記用具、
あれば図鑑とルーペ
◎ 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

・朝日親子教室 10/14 （予備日は 10/21）
・芋掘りイベント 10/20（予備日は 10/27）
2. ならやまプロジェクト関係
＊各グループ・班の活動予定（ＨＰに掲載）
3. 活動報告と予告（詳細は会報誌に掲載）
＊月例研修会、自然教室、歴文研修会
＊山もり・てんこ森
＊里山で遊ぼう！①：反省点などをまとめて
次回②(8/25)で対応する。

◎ 担当：辻本

4. 普通救命講習１について
7/7（土）実施、詳細は 9 月号会報誌に掲載。
順次全会員の受講を予定、次回は 9/8（土）
。
5. 各種助成の申請（助成金推進チームで検討）
申請中：トヨタ環境活動助成
6. 企画会議関係について
①会員数の増加に伴い、会の進むべき方向性
などについて語り合う会を開催したい。

滝寺のシンボル的存在の

②20 周年事業について検討する会

イチョウ

（事業内容の検討、冠事業その他）
芙
蓉

Ⅳ 広報関係
鶏頭（ケイトウ）西大寺の

会報誌 9 月号編成案承認（16 ページ）

光明真言会では必ずお供

200 号となるので、表紙をカラー印刷。

えされる花です。

以上
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行事案内 Part２
歴文９月研修会ご案内
壬申の乱Ⅱ
― ヤマト政権と東国（美濃・尾張・伊勢）―

7 世紀、隋が滅亡し唐が興りますが、その拡張

月例研修会（10 月）のご案内
秋麗の乗鞍方面一泊研修
◆乗鞍岳畳平：乗鞍スカイ
ラインで標高 2,700m 畳平
から高山植物・紅葉などの
自然を楽しみます。

政策の下、東アジアは激動の時代を迎えます。こ

◆平湯温泉：奥飛騨温泉郷

れに対して、
わが国は中央集権国家への道を急ぎ、

の中で最古の開湯。雄大な

「乙巳の変」
「大化の改新」などの改革がなされま

自然を眺めながら天然温泉掛け流しで日頃の疲れ

す。しかし「白村江の戦」で唐・新羅の連合軍に

を癒やしてください。奥飛騨ならではの、山菜や

大敗し、国際的危機を招きました。

川魚などおいしいものがたくさんです。

「壬申の乱」は、道半ばにあった律令国家への

（岡田旅館泊）Tel:0578-89-2336

事業を引き継ぐ後継者争いでもありました。今回

◆飛騨古川：高山の奥座敷と称され、白壁土蔵や

は、このような内外の歴史情勢と、大海人皇子を

お寺の石垣を背景に鯉が泳ぐ町並みを散策します。

巡る人間模様を読み解きます。また、壬申の乱で

◆白川郷：世界遺産白川郷合掌造り集落を見学し

は、東国の兵（美濃・尾張・伊勢）を手中にした

ます。昼食はこちらの「食事処いろり」です。

ことが勝利に繋がりました。名古屋市博物館特別

◆白山ホワイトロード：岐阜県白川村と石川県白
山市を結ぶ全長

展で、
豪族尾張氏の実像にも迫りたいと思います。

33.3km の有料道

①日 時 2018 年 9 月 11 日（火）
午前 8 時 近鉄西大寺駅南口 集合

路を走り、途中の

中型デラックスバス利用 雨天も実施

駐車場や車窓から
白山や滝などの絶

②コース（予定、変更もあり）

景を観賞します。

西大寺(8 時)→（西名阪・R1）→鈴鹿関宿
→北桑名神社→名古屋市博物館（昼食＆特別

【実施要領】

展) →熱田神宮 →断夫山古墳→（東名阪・

・期日：10 月 1 日（月）～2 日（火）雨天実施

西名阪）→西大寺駅南口（18 時予定）

・集合場所：近鉄奈良駅東 商工会議所前 7：30

③ ＜募集人員＞ 28 名（申し込み先着順）

・持ち物：飲み物、雨具、防寒具、ストック

＜参 加 費＞ 5,000 円（弁当持参）

・参加費：26,000 円（バス代、宿泊代など）

＜世 話 人＞ 塩本、藤田、古川

・募集人数：28 名 先着順で締め切ります。

＜事 務 局＞ 中井弘

・世話人：小島・青木・戸田・冨井

＜申 込 先＞ 青木

・申込先：冨井忠雄

【行 程】
1 日目：近鉄奈良駅東 商工会議所前 7 時 30 分発
―名阪国道－飛騨清見－飛騨古川（昼食）－ほお
のき平―乗鞍畳平－平湯温泉（岡田旅館泊）
2 日目：平湯温泉―白川郷（昼食）－白山ホワイ
トロード－瀬女－福井北 IC－米原 JCT－名神高
速―近鉄奈良駅前 18 時頃
熱田神宮

◆みなさまのお申し込みをお待ちしています。
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会報誌 200 号の歩み
2001 年 10 月号が創刊であった。
9 月 24 日発足時の会員数は、45
名とある。現在の会員数は、169 名
となり 16 年間で実に 4 倍になった。
この間、会誌名も
2001-10「人と自然」、
2001-12
「奈良・人と
自然の会」
、
2006-1 ロゴマークやキャッチフレーズ登場、
2011-4「ネイ

10 月ならやま活動＆行事予告
＊ ならやま活動 (木)
10 月 4 日 協働作業の日
＊ 自然教室
10 月 15 日（月）秋のならやま自然観察会
＊ 月例研修会
10 月 1～2 日（月・火）
一泊研修（飛騨・乗鞍・白川郷）
＊ イベント
10 月 14 日（日）朝日親子環境教室（稲刈り）
10 月 20 日（土）芋掘りイベント

チャーなら」
と変遷。
題字は有本倍
美氏揮毫、
ロゴマークのデザインは寺田正博氏、
「ネイチャー
なら」のレタリングは鈴木末一氏による。
2010-7 から表紙に境 寛氏のペン画、2015-4 か

表紙写真 「ならやまの四季」
ならやまフィールドの四季の姿で、表紙を彩り
ました。
春：ナバナの収穫
一面の美しいナバナ畑です。右後方には、ヘル
メット姿のメンバーが山に向かっています。

ら写真に替わる。
歴代編集者を調べた。初代：2001-10 甲斐野、

夏：田んぼの草取り

2 代：2002-6 有本（勝田・小山）
、3 代：2003-6

田植えの次は草取りです、秋の収穫を目指し、

勝田（均・緑）ご夫婦で、9 年間孤軍奮闘された。

炎天下の田んぼで、エコファームグループは頑張

編集は印刷された原稿を、切り貼りして構成され
ており、大変なご苦労であったと思う。4 代：
2012-4 鈴木（青木、山岡、坂東）からは、編集は
ＷＯＲＤ、数名の編集チームが活動する体制とな

っています。
秋：ならやまの自転車道
ならやまの秋は美しい、ベースキャンプから東
に向かう道に落葉が続きます。

った。5 代：2015-6 坂東。
200 号の会報誌に改めて目を通してみた、会の
活動の変化がよく分かる。
（ＨＰご覧ください）
初期の活動は、自然観察会と例会（東海自然歩
道）が主体である。2003-11「いこま棚田クラブ

冬：西池の改修工事
前日の降雪で真っ白になった西池で、ビオトー
プ班は、ニッポンバラタナゴを迎えるために池の
改修工事をしました。

正式発足」で活動に参加、2004-3「忍辱山国有林
森林間伐」開始、2007-6「平城山里山林整備事業」
開始（現在のならやまフィールドの始まり）
、
2009-3「忍辱山国有林森林間伐」終了、
「いこま
棚田クラブ」での活動終了。

会報誌［ネイチャーなら］・第２００号
発行：奈良・人と自然の会
URL ： http://www.naranature.com
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

活動の主体は、ならやまフィールドの活動（毎
週木曜）
、月例研修会、自然観察会となって、現在
の姿に移行した。

（行々子）

編集チーム：青木（幸）、青木（芳）、
千載、戸田、山崎、山中、坂東

