鹿と出会う歴史
皆さん︑奈良の鹿愛護会の沿革は
ご存知ですか︖
奈良の鹿愛護会の沿革は︑前身の
春日神鹿保護会の設立に始まります︒

名の会員によって

治二四︶年七月︑旧奈良町の方々が
とのかかわりがわかる歴史の一コマ

鹿︑愛護会︑そして市民の皆さん

春日神鹿保護会は︑一八九一︵明
発起人となり︑
です︒

「鹿に噛まれた」というものです。
題字︓会長 大川靖則

奈良の鹿愛護会では︑人と鹿とが
仲良く暮らしていくために︑鹿の出
産期︵５月～７月頃︶前から保護施
設︻鹿苑︵ろくえん︶︼に妊娠した
お母さん鹿を保護し︑安心して出産
や子育てをできる環境を整えていま
す︒
６月には期間限定で︑鹿たちの生
態や母子鹿とのトラブル防止のため
の正しい接し方を広めることを目的
として︑鹿苑で赤ちゃん鹿の公開を

鹿ロボットが
愛護会にやって来ました！

奈良の鹿愛護会
新規会員様募集中！

牧草協賛金とご寄付の
ご協力をお願いします！

育成活動に取り組んでおり︑その活

国の天然記念物﹁ 奈良のシカ﹂保護
１口

サ代としてのご寄付です︒

一般財団法人奈良の鹿愛護会では︑ ①牧草協賛金

送のドラマ﹁ 鹿男あをによし﹂に登
動はご支援いただいている皆様から

奈良を舞台にした︑２００８年放
場したあの﹁ 鹿ロボ﹂が︑奈良の鹿
願い致します︒

だけます︒ぜひご入会ください︒

◆奈良の鹿愛護会会員

年会費

年度毎の更新︑４月～ 年３月
※
賛助会員

赤ちゃん鹿大集合︕

・個人 １口 ３千円 １(口以上 )
・法人 １口 ５千円 １(口以上 )

会員特典
・子鹿公開
入場無料 同(伴１名様まで )

・鹿の角きり行事
入場無料 同(伴１名様まで )

・特典対象施設
割引入場 会(員ご本人様のみ )
特典対象施設の詳細につきましては︑
※

会員証／入会のご案内をご覧ください︒

﹁ 入会のご案内﹂をお送りします︒
詳しくは︑奈良の鹿愛護会事務局へ

１ ，０００円～のご協力をお

奈良の鹿愛護会による﹁ 奈良のシ
カ﹂保護育成全般に活用させていた
だきます︒
振込先情報
ゆうちょ銀行
口座番号
０１０４０ ９- ２-２６０

一般財団法人奈良の鹿愛護会
通信欄に﹁ 牧草協賛金﹂／﹁ 一般寄
※

付﹂とご記入ください︒

奈良公園観光地域活性化基金
奈良県が運営する︻奈良公園観光
地域活性化基金︼では︑貴重な文化
財である﹁ 奈良のシカ﹂を後世に繋
いでいくため︻天然記念物﹁ 奈良の
シカ﹂の保護育成︼が助成対象事業
に登録されています︒
この基金を通じてのご寄付は︑鹿
の保護活動全般に活用させていただ
基金へのご寄付をご検討いただけ

きます︒
る場合は︑寄付のご案内と専用の納
詳しくは﹁ 奈良公園観光地域活性

付書をお送り致します︒
化基金﹂基金のサイトをご覧くださ

奈良公園デビューしたての元気な
子鹿たちにも会えますよ♪
鹿寄せ後に鹿苑を見学して︑自由
研究などに活かすのもいいですね︕

◆なつの鹿寄せ

７月

日︵土︶～

月２日︵日︶

開催日︵１日１回のみ︶

分開始︵

分程度︶

土曜日・日曜日のみ実施
※
時間

時

場所

飛火野 ︵春日大社境内︶
主催

第 回
国の天然記念物「奈良のシカ」
保護啓発ポスターコンクール

い︒

ームからも﹁ 入会のご案内﹂をご請

今年度も夏休み期間に︑鹿寄せを

なつの鹿寄せ

なつの奈良旅キャンペーン

求いただけます︒︶

︵ホームページのお問い合わせフォ

お問い合わせください︒

鹿苑に保護されている鹿たちのエ

愛護会にやって来ました︕
の会費やご寄付によって支えられて

今後︑広報等のために活躍しても
②ご寄付

ホームページやＳＮＳ等で発信させ
ていただきます︒お楽しみに︕

母鹿からのお願い

れて過ごします︒

草むらや窪地︑木の株付近などで隠

子鹿は︑生まれてから数週間の間︑

づいたり触ったりしないでください︒

奈良公園で子鹿を見つけても︑近

いで攻撃してくることがあります︒

守るため︑近づく人などに猛烈な勢

生まれたての大切な赤ちゃん鹿を

とってもデリケートです︒

子育て中の母鹿は母性本能が強く︑ 無料でご観覧いただけます︒

赤ちゃん鹿に
近づかないでね！

会員様には各種特典もご利用いた

います︒

﹁ 鹿ロボに会いたい﹂という声も

らう予定です︒

今後もさまざまな歴史資料を紐解

赤ちゃん鹿大集合︕

の準備をすすめ︑詳細が決まり次第

多数いただいておりますので︑展示

していきます︒
︻担当︼ 臨時研究員

◆子鹿公開

分まで︶

日︵土︶
時

無料

円

子鹿公開会場

時︵入場

６月１日︵金︶～

期間
時間
時～

鹿苑

場所

料金
一般

東城

き︑みなさまにわかりやすくご紹介

後世に残していきましょう︒

な環境をこれからは私たちが守り︑

の町の︑鹿と人とが共に暮らす貴重

先人たちが受け継いできた︑奈良

スタートしました︒
いわば彼らは︑奈良の鹿愛護会の
﹁ オリジナル８１﹂といえます︒
下の写真は︑春日神鹿保護会の通
常会員証です︒当時の春日神鹿保護
会の会員には︑名誉会員・特別会員
・通常会員・賛助会員と四種もあり
ました︒
会員証のデザインは︑下がり藤で

鹿と人とのトラブルで最も多いのは、

ぜひ︑この時期にしか見られない

おこないます︒

中にはケガそのものよりも感染症などの

全体を囲い下部に鹿を描いています︒

ほとんどの場合が軽微なケガですが、

2018年 春･夏号

まるで家紋のようですね︒

子鹿公開

くることがあります。

翌

81

あくまで野生動物で、時には人を攻撃して

赤ちゃん鹿大集合！

奈良公園のシカは人に慣れていますが

かわいい赤ちゃん鹿たちに会いに来
てください︕

高校生以下

愛護会会員は同伴１名まで無料

子鹿が隠れていることが分からず
近くを通った場合でも︑母鹿が怒っ

︵公社︶奈良市観光協会

作品募集について
今年度も全国の小学生を対象に︑
奈良のシカ愛護を呼びかける保護啓
発ポスターを募集します︒
・絵の内容にふさわしい標語を入れ
てください︒
・画材は問いません︒

・四つ切り白無地画用紙
・募集期間
７月１日︵日︶～９月 日︵土︶

年！

これからも応援してね︕

しているんだよ︕

の広報活動︑募金活動のお手伝いを

接し方をみんなに知ってもらうため

ベントやボクたち鹿の生態や正しい

ジキャラクターとして︑愛護会のイ

ボクは︑奈良の鹿愛護会のイメー

﹁ ならのしかお﹂です♪

みなさん︑こんにちは︕

性別︓男の子︵オス鹿︶

誕生年︓２００８年

名前︓ならのしかお

﹁ならのしかお﹂プロフィール

「ならのしかお」

祝・誕生

持参ください︒︵当日消印有効︶

・奈良の鹿愛護会へ郵送︑またはご

15

万が一鹿に噛まれた時は、傷口を水道水

小雨決行︑荒天中止
※
鹿の体調やその他の事情により︑予
※

て叩きに来る場合がありますので︑
見通しの良いところを歩くようにし

小雨決行︑荒天中止
※
無料・予約不要
※

10

様子を見てください。

検 索
©Yusuke Kawakami

14

ません。

告なく中止する場合があります︒

ましょう︒

9

15

感染症にかかったという事例は一度もあり

14

このイベントの収益は︑全て﹁ 奈良
※

21

30

尚、狂犬病は日本国内ではここ50年以上
30

13

でも、あまり心配しないでください。

奈良の鹿愛護会

のシカ﹂保護のために活用されます︒

９

▲春日神鹿保護会会員証

で洗い、気になるようなら消毒薬をつけて

奈良の鹿

発生していません。
公式WEBサイト
www.naradeer.com
30

今まで鹿に噛まれた事で狂犬病などの
〒630-8212
奈良市春日野町160番地1
TEL︓0742-22-2388
メール︓info@naradeer.com
300

病気を心配される方もおられます。

一般財団法人
11

奈良公園のシカ相談室より

奈良公園内には︑ドングリの木が

種のドングリの木が自

皆様からご支援いただいたドング

鹿苑の見学通路では︑﹁ ドングリ
ころころレーン﹂で保護されている

ーンを転がすので小さなお子様でも

﹁ 奈良公園の植物﹂北川尚史著・トンボ出版

飯尾

伊藤ふくお著・トンボ出版

﹁ どんぐりの図鑑﹂北川尚史監修︑

︻担当︼事業課

見て！学んで！考えよう

鹿苑公開
奈
｢良のシカ の｣生態や歴史︑奈良

の鹿愛護会の活動を紹介したパネル
展示︑鹿クイズなど︑学習の場とし
て保護施設﹁ 鹿苑﹂の一部を一般公
開しています︒
季節によって鹿苑に保護されてい
る鹿も見学できます︒
︻見学できる鹿の例︼
・春︓妊娠中の鹿
・夏︓保護収容鹿
・秋冬︓角鹿
公開エリアで見学できる鹿は︑
※

場合によって変更になることがあり
ますのでご了承ください︒

時

◆鹿苑公開

時間
時～

休苑日
毎週月曜日︑
年末年始︑
イベント開催時
場所
春日大社境内﹁ 鹿苑﹂
料金
無料
円程度の協力金を

鹿苑に保護されている鹿たちの
※

エサ代として︑
お願いしています︒
スタッフによるガイドをご希望の
※

年度

場合は︑別途予約制・有料︒

２回目の衣替えは秋頃で︑﹁ 冬毛﹂ 平成

おもな活動について
妊娠したメス鹿の保護︵２２９頭︶
子鹿第１号誕生︵５／７︶
﹁ 奈良のシカ﹂愛護月間︵６月︶
子鹿公開 赤ちゃん鹿大集合︕
︵６／１～ ︶
総来場者数 １８２３８名
来場者１万人突破︵６／ ︶

まほろばざーる２０１７︵６／ ︶
鹿角ストラップ作り・堆肥販売・
パネル展示等︵ならファミリー︶

今年も全国から
たくさんのドングリ
ありがとうございます！
今年度も︑鹿苑に保護されている
鹿たちに︑皆様から続々ドングリが
届いています︕最近ＮＨＫ︵奈良・
関西・全国︶で紹介され︑全国から
小さなお子様が一生懸命拾い集め

の支援の輪が拡大しています︒
てくれたドングリや︑丁寧なお手紙
まで添えてくださっているものもあ
り︑ドングリに込められた皆様から
の︑鹿へのあたたかい応援メッセー
年度︵２／

現在︶は︑の

ジに感激しています︕
平成
べ３６２名の皆様から︑なんと合計
６ ，２４３キロのドングリご支援を
いただきました︒
職員一同心より御礼申し上げます︒

鹿の角きり行事開催
︵ ／７～９の３日間︶
総来場者数 ６８４６名

保護啓発・募金活動
交通事故防止リーフレット等を配布
﹁ 鹿の飛び出し注意﹂
道路標識・反射鏡を清掃
︵奈良公園内各所・駐車場等︶

﹁ 奈良のシカ﹂愛護月間︵

月︶

オス鹿︵角鹿︶の保護及び除角

ります︒

け乾燥させてからいただけると助か

長期保存できるように︑できるだ

りください︒

お持ちいただくか︑宅配便等でお送

ドングリは直接愛護会事務所まで

のご支援をお待ちしております︒

引き続き︑皆さまからのドングリ

引き続き募集中！

ドングリのご支援、

第 回国の天然記念物﹁ 奈良のシカ﹂
保護啓発ポスターコンクール
作品募集︵７／１～９／ ︶
頭数調査実施︵７／ ・ ︶
﹁ 奈良のシカ﹂生息頭数
公園内頭数 １２２６頭
オス鹿 ２６１頭
メス鹿 ７３１頭
子鹿
２３４頭

︵

︵

スタッフコラム
たくさん自生しています︒
いただいたドングリを与えることが

鹿とドングリ
一説にはブナ科の樹木に生る果実の
できます︒

ドングリの定義は諸説有りますが︑ 鹿たちに︑全国の皆さまからご支援
奈良の鹿愛護会では鹿苑で保護さ
総称であり︑その場合はクリもドン
日本には

直接手から与えるのではなく︑レ

れている鹿の飼料の一部として皆様
鹿苑に保護収容されている鹿達は

からドングリをご支援頂いています︒ グリに含まれます︒
噛まれる心配がなく︑安全です︒
ぜひ︑お越しください︒

生しています︒
奈良公園やその周辺の山では︑四

ドングリがとても好きなのですが︑
これは鹿本来の習性で︑奈良公園の
お待ちしております︒

％︶が確

国・九州や沖縄特産のドングリ２種
種︵

を除いた

種の内

鹿達も秋になると通年の食べ物であ
認されています︒
ドングリは鹿だけでなく︑私達の
例えば︑クヌギやコナラの木は︑

生活にも大きく関係しています︒

リは︑愛護会スタッフにより︑保護

鹿たちは︑安全に安心しておいし
いドングリを食べています︒

子鹿は﹁ 夏毛﹂で誕生します︒
﹁ 冬毛﹂は黒っぽい茶色︑灰褐色

と呼ばれています︒

で︑子鹿が茂みに隠れたときに︑白

きく見せるためとも言われています︒

首を守り︑他のオスよりも身体を大

士が争う時に︑他のオス鹿の角から

﹁ たてがみ﹂は発情期にオス鹿同

首の周りに﹁ たてがみ﹂が生えます︒

オス鹿は秋頃から発情期をむかえ︑

込まれ︑冬に備えます︒

で全身が暖かいコートのように包み

成獣にも鹿の子模様がありますが︑

外敵に見つかりにくくなります︒

い斑点が木漏れ日の保護色となり︑

鹿の子模様を付けて誕生すること

︻参考文献︼

る芝や木の葉に加えドングリを沢山
食べます︒
炭水化物に富み︑栄養価の高いド
ングリを食べて︑鹿達は厳しい冬に
備えます︒
など︶のドングリは結実量が多く︑
収容されている鹿たちに与えられま

シイタケの栽培に使われます︒

鹿を含む多くの野生動物たちの重要

生態紹介コーナー③

鹿の衣替え 換(毛 )
﹁ 奈良のシカ﹂︵ニホンジカ︶は

す︒

な食料となっています︒

なかでもナラ類︵クヌギやコナラ

80

子鹿の方が濃い茶色で鹿の子模様が
くっきりとしています︒

ポスターコンクール表彰式︵ ／ ︶
ポスター展示会①︵ ／ ～ ／ ︶
︵奈良県立図書情報館 入選 点︶
鹿まつり︵鹿の慰霊祭︶
︵鹿苑
／ ︶

奈良の冬景 鹿寄せ︵ ／１～ ︶
︵主催︓奈良県旅館・ホテル生活衛
生同業組合奈良支部︶

10 25
鹿の飛び出し注意ステッカーを
路線バス・社用車に貼付協力︵ 台︶
︵奈良交通㈱︶

14
ポスター展示会②︵ ／ ～ ︶
︵奈良市役所市庁舎玄関ギャラリー︶

42

16

また︑鹿の子模様は生涯変わらな

なつの鹿寄せ︵７～９月 計 回︶
主催︓︵公社︶奈良市観光協会
第 回絵本ギャラリー 奈良
オープニングセレモニー︵７／ ︶
︵ならのしかお・ならまちセンター︶
鹿角ストラップ作り体験
︵奈良ホテル ７／ ・ ︶

25

22

20

いとも言われています︒

季節によって変わる鹿を観察して
みてください︒

︻担当︼保護教育課 板倉

﹁ 奈良のシカ﹂ものしり教室
︵イオンモール大和郡山８／１～４︶

８／６︶

正月募金活動︵１／１～３︶
︵春日大社二之鳥居前︑協力︓奈良
のシカ共生愛あいプロジェクト︶

12

１年を通じて２回︑毛が生えかわり
ます︒

１回目の衣替えは春頃で︑﹁ 夏毛﹂
に生え替わります︒

夏休みワークショップ
︵橿原ロイヤルホテル

25 12 11

15

奈良大和路キャンペーン 鹿寄せ
︵２／８～３／
毎月曜日を除く︶
※
︵主催︓奈良市・︵公社︶奈良市観
光協会︶
バンビシャス奈良キッズアリーナ
奈良公園のシカきょうしつ
鹿のおりがみ教室・ホルン演奏
︵ならでんアリーナ ２／ ・ ︶
母子鹿受け入れのための
鹿苑整備

11

﹁ 夏毛﹂はうすい茶褐色から明る

15

11

12

11

10

いクリ色で︑毛につやがあり︑白い

29

10

コナラ

斑点 鹿(の子模様︶が特徴です︒

11

９月

100

30

10月

11月

16

新関西国際空港㈱︵伊丹空港︶より
牧草サイレージ寄付
天理市丸嶋運送㈱が無償運搬協力
︵ 年度 合計４回
トン︶

11

18
16

29

12月

13
16 15

30

20

11

15

in

29

24

１月

２月

３月

10

５月 ４月
６月

７月

８月

マテバシイ

▲ドングリころころレーン
職員4年目です。
日々、奮闘しています︕

29

鹿のことはまだまだ勉強中の

▲発情期を迎えたオス鹿。
首の周りに、たてがみが生えています。
人と鹿との共生を目指して

13

18

29

趣味は園芸と虫の観察。
奈良市生まれ、奈良市育ち。

イチイガシ

冬毛
夏毛

▲大喜びでドングリを食べる
鹿苑の鹿たちのようす
▲子鹿は物陰に
ひそむ習性があります。
▲母鹿の背中にも
「鹿の子模様」

クヌギ

