ゴミの誤飲から
シカたちを守ろう！
今年３月から６月の間に原因不明
で死亡した奈良公園のシカについて
獣医師が解剖をおこないました︒
頭のシカのうち︑９頭の胃の中

からプラスチックゴミのかたまりが
見つかりました︒

中には︑第一胃の大半を占める程
のゴミが詰まっている例もありまし
た︒
シカは︑落ちているゴミを食べて
しまうだけではなく︑﹁ 袋には食べ
物が入っている﹂と思ってそれらを

奈良の鹿愛護会

〒630-8212
奈良市春日野町160番地1
TEL︓0742-22-2388
メール︓info@naradeer.com

ゴミは︑各自で持ち帰るようにお

べてしまうからです︒

ミや周囲に散乱したゴミをシカが食

ん︒ゴミ箱があると︑捨ててあるゴ

奈良公園には︑ゴミ箱がありませ

①ゴミは持ち帰る

ができることがあります︒

から守るために︑私たち一人ひとり

シカたちをプラスチック類の誤飲

一般財団法人
願いします︒

②エコバッグなどを活用する
シカは︑時には手に持っているレ
ジ袋も引っ張って食べてしまうこと
があります︒
お買い物の際にはレジ袋を断り︑
できるだけエコバッグなどを活用し
て環境に配慮しましょう︒

落ちているゴミに気づいたら︑シ
カたちが食べてしまう前に拾ってあ
げてください︒
小さなゴミでも︑鹿たちが食べて
しまうと少しずつ胃の中に溜まって
しまいます︒

クリーンアップ

ならディアパーク２０１９

奈良の鹿愛護会では︑奈良公園に

生息する国の天然記念物﹁ 奈良のシ

カ﹂の生息環境保全活動として︑ゴ

ミのポイ捨て防止のための啓発と︑

日には︑ボラン

一斉清掃活動をおこないました︒
第一回目の７月

いました︒

皆様は暑い中熱心に清掃してくださ

晴れ間が広がり︑ご参加いただいた

天気が心配でしたが︑清掃活動中は

梅雨の時期ということもあり︑お

いただきました︒

者合わせて１４３名の皆様にご協力

ティアとして関係諸団体と一般参加

10

シカのために作られた︑鹿の子模
様の可愛いエコバッグも販売されて
います︒
▲蚊帳生地で
作られたエコバッグ
「ＯＴＯＭＯ」

③ゴミが落ちていたら拾う

▼株式会社新踏社様 ( 右二人 )

ゴールの鹿苑前で︑拾い集めたゴ

ミを分別し︑重さを計測しました︒

総重量は５３キログラム︑その内

プラ類が３１・５キログラムもあり

ました︒

今後も継続的に﹁ クリーンアップ

ならディアパーク﹂をおこない︑鹿

の生息環境保全につとめますので︑

︽ご協力いただいた皆様︾

皆様のご協力をお願い致します︒

名

ら国際映画祭 ︵順不同・敬称略︶

奈良若者サポートステーション・な

同組合・エニタイムフィットネス・

クト・奈良もちいどのセンター街協

ブ・奈良のシカ共生愛あいプロジェ

会・春日大社・鹿サポーターズクラ

奈良市・公益社団法人奈良市観光協

︻団体︼奈良県・奈良公園事務所・

︻個人︼

▲ゴミの分別のようす

▲これだけのゴミを回収できました。

題字︓会長 大川靖則

食べてしまうことがあります︒

48

2019年 秋・冬号
▲鹿の胃から出てきたゴミ

検 索
奈良の鹿
▲ゴミが散乱した状態

▲ご協力いただいた皆様

▲清掃活動のようす

公式WEBサイト
https://naradeer.com/
▲ゴミを食べようとする鹿。
駆けつけた愛護会スタッフが
この後すぐにゴミを片付けました。

14

日の二日間で︑

ＯＫです︒ シ(イ・カシ ク･ヌギ等

大きいもの︑小さいもの︑何でも

①ドングリの種類について

でご案内します︒

いて︑いくつかお願いがありますの

ドングリの下処理や梱包方法につ

いします︕

ドングリのご寄付を今年もぜひお願

鹿苑に保護されている鹿たちに︑

お待ちしております！

ドングリのご寄付

▲頭数調査のようす

奈良公園の鹿

・

頭数調査結果報告

今年も７月
奈良公園の鹿の頭数調査をおこない
ました︒
コースに分かれて調査し

朝５時に奈良の鹿愛護会事務所に
集合し︑

②拾った後の処理について
水洗いする必要はありません︒
長期保存できるよう︑できるだけ
乾燥させてください︒

)

③梱包の仕方︵お願い︶
よく乾燥したドングリは︑厚手の
ビニール袋を２重にして入れ︑口を
しっかり縛ってください︒

生態紹介コーナー⑥

﹁奈良のシカ﹂についてのクイズが

保護施設﹁ 鹿苑﹂の見学通路には

鹿の瞳のかたち

幼虫は穴を空けるのが得意ですが︑
厚手の袋だと体がつっかえて出て来
にくいようです︒
段ボール箱等に入れ︑隙間を全て
また︑箱に持ち手用の穴がある場

テープ類で目張りしてください︒
合は︑そちらもふさいでください︒
宅配便等をご利用の際には︑特に
念入りにお願いします︕

設置してあります︒

Ｑ．シカの瞳はどれ？

その中のひとつをご紹介します︒

▲シカクイズをめくると、
答えと解説があります。

③

よ～く
観察して
みよう︕

ました︒
１コース３名程度のチームで︑隣
のコースと連携を取りながら目視で
﹁ オス鹿︑メス鹿︑子鹿﹂それぞれ
の頭数を数えます︒

①ヒト︑イヌなど

正解は︑③です︒

②
②ネコ︑キツネなど

シカやウシ︑ヤギなどの草食動物

の瞳は︑なぜこのような形をしてい

るのでしょうか︒

それは︑草を食べながらでも周り

がよく見えるようにするためと︑明

るい場所で目を細めても広い視野を

保てるようにするためです︒

肉食動物などの外敵をいち早く見

つけ︑身を守ることができるように

このような横長の瞳の形をしていま

す︒

鹿苑の見学通路には︑﹁奈良のシ

カ﹂についてのクイズが他にもたく

さんあります︒

奈良公園にお越しの際は︑ぜひ鹿

苑でシカクイズにも挑戦してみてく

ださいね︒

知っているようで知らないシカの

時

知識を学ぶことができます︒

︽鹿苑公開︾

時～

板倉

円をお願いします︒

︻担当︼保護教育課

て︑協力金

保
※護されているシカのエサ代とし

イベント開催時

休苑︓月曜日︑年末年始

時間︓

16

100

①

③シカ︑ウシ︑ヤギ︑ヒツジなど

10

ドングリの中に︑虫が入っている

毎年楽しみにしています。

16

結果はグラフのとおりです︒

メス鹿
756 頭

袋を２重に︕
穴は全部ふさぐ︕
グリが送られてくるのを、

ことがあります︒お天気の良い日に
飯尾

皆様から色々な種類のドン

15

総数
1388 頭

ドングリ大好き♡
うれしいな♪♪
屋外で天日干ししてください︒

︻担当︼事業課

虫が出てきます︕
屋外で干しましょう。

13

オス鹿
357 頭
子鹿
275 頭

鹿瓦ばん秋冬号制作費を
ご寄付頂きました！

牧草協賛金とご寄付の
ご協力をお願いします！
鹿苑に保護される鹿に必要な牧草
㎏ 購入で

◆牧草協賛金 ︵１口 １ ，０００円︶
を︑１ ，０００円で約

東向北商店街振興組合様より︑
の収益金︻４５ ，０１０円︼をご寄
きます︒

◆一般寄付金

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
きます︒
また︑税額控除を受けられます︒

鹿の歴史コラム

資料収集のご紹介

奈良の鹿愛護会では︑保護活動に

かかわる貴重な資料を収集していま
す︒

今回のコラムでは︑この資料収集
の活動をご紹介します︒

今年の５月︑奈良市不審ヶ辻子︵

ふしんがづし︶町に位置する︑﹁ ギ

ャラリー藤影堂︵とうえいどう︶﹂
を訪問しました︒

藤影堂のご主人︑桂美奈子様より

１９３０年ごろの奈良公園や鹿寄せ

の写真をご提供いただきました︒

写真は︑当時の様子がよくわかる

貴重な記録です︒

読者の皆様の中で︑文章や写真︑

過去の角きりの体験談など︑保護活

動の歩みにかかわる資料をお持ちの

東城

方がおられましたら︑ぜひご連絡い

ただければ幸いです︒

︻担当︼臨時研究員

お聞かせ頂ければ幸いです︒

ぜひご覧頂き︑ご意見やご感想を

でご紹介しています︒

ついて︑公式ＷＥＢサイト・ＳＮＳ

イベント情報・愛護会の保護活動に

奈良の鹿愛護会では︑鹿の生態や

日々、情報発信中！

インターネットで

▲藤影堂外観

﹁ ひがしむききた ひなまつり茶会﹂
付頂きました︒

﹁ 鹿の役に立つように使って欲し
カ﹂保護活動全般に活用します︒

奈良の鹿愛護会による﹁ 奈良のシ

相談した結果︑多くの方に鹿の現状

︽例︾傷病鹿の救護に必要な医薬品

い﹂とのありがたいお言葉を受けて
に興味を持って頂けるよう︑﹁ 鹿瓦

実は︑わたしたち奈良の鹿愛護会

と藤影堂とは︑﹁ 奈良のシカ﹂保護

を通したご縁があります︒

昭和初期のころ︑桂様の曾祖父に

あたる藤田嘉平治氏が︑愛護会の前

身である春日神鹿保護会の評議員を
務めておられました︒

奈良の鹿愛護会
公式Twitter
@nara_aigokai

ばん２０１９年秋冬号﹂の制作費と

法人

化基金﹂基金のサイトをご覧くださ

詳しくは﹁ 奈良公園観光地域活性

個人

◆所得税︓( 寄付金 -2,000 円 )× 所得税率
還付
◆住民税︓①＋②
控除
①( 寄付金－2,000 円 )×10％( 住民税の基本控除額 )
②( 寄付金－2,000 円 )×(90％－所得税率 )( 住民税特例控除額 )
※寄付金額が 2,000 円以下の場合は軽減されません。
《例》所得税率 10％の人が 30,000 円を寄付した場合

い︒

このご縁を調べてたどるなかで︑

奈良の鹿愛護会
Facebookページ
@naradeerlove

して活用させていただくことになり
ました︒心より御礼を申し上げます︒

振込先情報
ゆうちょ銀行
記号番号
０１０４０ ９- ２-２６０
一般財団法人奈良の鹿愛護会

今回の写真のお話となりました︒

公式WEBサイト

10

通
※信欄に﹁牧草協賛金﹂／﹁一般寄

検 索

奈良の鹿

フォローお願いします。

https://naradeer.com/

いいね︕や

◆法人税︓寄付金の全額を損金算入として取り扱うことができます。
◆地方税︓法人税の取扱いが反映します。
基金サイトの
ＱＲコード

牧草が、私たち鹿の
主食です。
鹿苑には 270 頭ほどが
保護されているよ。

付﹂とご記入ください︒

▲鹿たちの健やかな生活のために
あたたかいご支援をお願いします。

還付・控除金額の合計
28,000 円
住民税の控除
25,200 円
実質負担額 所得税の還付
2,000 円
2,800 円

﹁ ひなまつり茶会﹂は毎年開催さ
れます︒次回もおたのしみに︕

▲ひがしむききた ひなまつり茶会
( 画像提供：PhotoGarden 様 )

秋～冬は、オスジカに注意！

鹿からのおねがい
オスジカにとって︑秋～冬は︑子
この時期のオスジカは︑数頭のメ

孫を残すための大切な時期です︒
スジカをハーレムに囲い込みます︒
そして︑エサも食べずに必死でハ
ーレムを守ります︒

イベント情報②

イベント情報③

イベント情報④

イベント情報①

国の天然記念物「奈良のシカ」 観光キャンペーン

今年度も︑全国の小学生を対象に

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を開催し︑

優秀作品の展示会をおこないます︒

力作の数々をぜひご覧ください︒

どなたでもご予約不要・無料でご

観覧いただける︑観光キャンペーン

奈良の爽やかな朝の光景をお楽し

の鹿寄せの日程は次の通りです︒

みください︒

︽令和元年度鹿寄せキャンペーン︾

①～奈良の冬景～鹿寄せ

期間︓ 月１日 日( ～) 日 土( )
①奈良県立図書情報館
奈良市大安寺西一丁目１０００
８
(
)
※日は奈良マラソンのため休み
期間︓ 月 日 土( ～) 月８日 日( )
小
※雨決行・荒天中止
時間︓ 時開始 １(日１回 分程度 )
期
※間中休館日あり

︽展示場所︾

鹿寄せのご案内

古都奈良の秋を彩る伝統行事

﹁ 奈良県立民俗博物館︵大和郡山

「奈良の鹿のひみつ」 作品展示会のご案内

保護啓発ポスターコンクール

奈良県立民俗博物館
コーナー展

鹿の角きり
秋の発情期には︑オスジカの硬く
鋭い角が完成します︒
オスジカたちにとって角は︑メス 市︶﹂と共催で︑コーナー展﹁ 奈良
ジカにアピールするシンボルであり︑ の鹿のひみつ﹂を開催します︒
他のオスジカと戦うための武器でも
あります︒

このコーナー展では︑﹁ 奈良の鹿
と人とドングリ﹂をテーマにパネル
月中旬には︑愛護会職員

や資料の展示などをおこないます︒
また︑

による講演も予定しています︒
詳細は︑決定次第奈良の鹿愛護会
のＷＥＢページやＳＮＳでお知らせ
します︒

▲場所は、春日大社境内「飛火野」です。

鹿せんべいでメスジカをハーレム
から引き出しただけでも︑オスジカ
完成した角により人や鹿がケガを
するのを防ぐための最善の策として︑
奈良では江戸時代から角きりをおこ
なってきました︒
共生のために受け継がれてきた︑
奈良ならではの伝統行事です︒

)

▲奈良県立図書情報館での展示会

からすると一大事︕時には突然攻撃
してくることもあります︒
角があっても︑すでに角が切られ
ていても︑オスジカは力が強く危険
です︒
特に小さなお子様や
ご高齢の方は︑近づき

)

②奈良市役所市庁舎玄関ギャラリー

主催︓奈良県旅館・ホテル生活衛生

14

すぎず︑十分な距離を

日 土( ～) 日 月(祝
時 分

12

取りましょう︒

月

︽鹿の角きり︾
︓

時 入(場

12
詳
※細はお問い合わせください︒

☎ ０７４３ ５-３ ３-１７１

い合わせください︒

12

また︑オスジカ同士がケンカをし

日

分～

23

24

▲神官役が慎重に角を切るようす

▲奈良県立民俗博物館外観

同業組合奈良支部
︽奈良県立民俗博物館コーナー展
奈(良市二条大路南一丁目１ １- )
﹁奈良の鹿のひみつ﹂︾ 期間︓ 月 日 火( ～) 月 日 金( ) ②奈良大和路キャンペーン鹿寄せ
期間︓令和２年 ２(０２０年 )
期間︓ 月５日 土( ～) 月８日 日( ) ③奈良市美術館壁面ギャラリー
２月９日 日( ～)３月 日 木( )
期
奈(良市二条大路南一丁目３番１号
※間中休館日あり
場所︓奈良県立民俗博物館
﹁ ミ・ナーラ﹂５階
毎
)
※月曜日休み
︵大和郡山市矢田町５４５番地︶ 期間︓令和２年 ２(０２０年 )
小
※雨決行・荒天中止
観覧料︓おとな ２００円
１月８日 水( ～)１月 日 水( ) 時間︓ 時開始 １(日１回 分程度 )
休
※日などの詳細は︑各施設にお問 主催︓奈良市・
12

11

12

とっても危険です︕︕

ている場合は大変危険です︒すぐに

時

１０００円
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