すぐに知らせてください！

鹿のＳＯＳ通報！

奈良の鹿愛護会
賛助会員様募集中！
一般財団法人奈良の鹿愛護会では︑
国の天然記念物﹁ 奈良のシカ﹂保護

奈良公園で鹿の異変に気づいたら
些細なことでもすぐに奈良の鹿愛護
育成活動に取り組んでおり︑その活
動は皆様からの会費やご寄付によっ
て支えられています︒
ぜひ継続的なご支援をお願い致し
ます︒

◆奈良の鹿愛護会会員

１口
５千円 １(口以上 )

赤ちゃん鹿大集合︕

◆会員特典
ご利用の際には︑各施設で
会員証をご呈示ください︒
・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 )

・ご継続３年毎に︑
オリジナルグッズ贈呈
・年１回抽選をおこない︑
当選者に鹿角１対贈呈

会(員ご本人様のみ )

︻担当︼獣医師

丸子

びで︑一石二鳥ですね︒

鹿たちもドングリをもらって大喜

はできません︒

てしっかり鹿たちの様子を見ること

ドングリ無しではここまで近づい

ようです︒

今のところ︑膿は溜まっていない

め治療している最中です︒

この鹿は︑左の腹部に傷があるた

求いただけます︒︶

ームからも﹁ 入会のご案内﹂をご請

︵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︒

詳しくは︑奈良の鹿愛護会事務局へ

ご確認ください︒

営業時間・休館日等は︑各施設に
※

東大寺大仏殿

︻６月のみ拝観無料︼

興福寺国宝館

入江泰吉記念奈良市写真美術館

奈良市杉岡華邨書道美術館

入江泰吉旧居

春日大社国宝殿

春日大社神苑萬葉植物園

今西家書院

吉城園庭園

奈良県立美術館

３千円 １(口以上 ) ・特典対象施設の割引入場

年会費

年度毎の更新︑４月～ 年３月
※

・個人
１口

賛助会員
・法人

▶会員証︵イメージ︶
ご入会時︵またはご継続時︶に
会員証を発行します︒
鹿のイラストは﹁ 保護啓発ポス
ターコンクール﹂最優秀作品です︒

﹁ 入会のご案内﹂設置にご協力いただ
ける方︵施設・店舗︶も募集中です︕

鹿たちはドングリが大好物なので︑
ドングリを見ると集まってきます︒
その時に︑骨折している鹿であれ
ば歩き方を︑ケガをしている鹿であ
れば︑ケガの様子を観察します︒
例えば︑この緑色や水色の包帯を
巻いている子鹿たちは︑前脚を骨折
しています︒

ドングリのご支援、
ありがとうございます！
平成 年度も︑ドングリのご支援
が鹿苑の鹿たちに届けられました︒

牧草協賛金とご寄付の
ご協力をお願いします！
◆牧草協賛金 ︵１口 １ ，０００円︶
鹿苑に保護される鹿に必要な牧草
を︑１ ，０００円で約 ㎏購入でき
ます︒

◆一般寄付金
奈良の鹿愛護会による﹁ 奈良のシ
カ﹂保護活動全般に活用します︒
︽例︾傷病鹿の救護に必要な医薬品

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
通信欄に﹁ 牧草協賛金﹂／﹁ 一般寄
※

付﹂とご記入ください︒

イベント情報①

子鹿公開
赤ちゃん鹿大集合！
毎年６月に期間限定で︑出産期に
鹿苑に保護している母子鹿の特別公

日 ︵日︶

赤ちゃん鹿大集合︕

開をおこなっています︒
◆子鹿公開

期間
６月１日 ︵土︶～

無料

円

子鹿公開会場

時︵入場 時

毎月曜日休み ３(・ ・ ・
※
時～

時間

場所

鹿苑
一般

愛護協賛金
高校生以下

分まで︶

愛護会会員は同伴１名まで無料
小雨決行・荒天中止
※
鹿の体調やその他の事情により
※

予告なく中止する場合があります︒
イベントの収益は︑全て﹁ 奈良
※

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
詳しくは﹁ 奈良公園観光地域活性

きます︒
化基金﹂基金のサイトをご覧くださ
い︒

インターネットで

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！

基金サイトの
ＱＲコード

会にお知らせください︒

毎日︑スタッフが鹿の生息地を巡
回パトロールしていますが︑少ない
スタッフで全てを見回るのは困難で
す︒
皆様からの迅速な通報が︑鹿たち
の命を守るための大切な情報源にな
ります︒
弱っている鹿・交通事故・ケガを
した鹿などの情報をお寄せください︒

︻通報時のポイント︼
・鹿がいる場所︖
︽例︾目印となる建物など
︽例︾交通事故を目撃した

・どんな状況か︖
ぐったりして動かない
・どんな鹿か︖
︽例︾大きいオス鹿
小さい鹿

獣医師のコラム

鹿苑内で、鹿寄せ？
ここは奈良公園ではなく︑鹿の保
護施設﹁ 鹿苑﹂の中です︒
鹿苑の中で﹁ 鹿寄せ﹂をしている
のでしょうか︖

いいえ︑違います︒
鹿苑内のこの区画では︑ケガや骨

なんと︑累計６４４７キロ︕
日までの累計︶︒

延べ７６５名の皆様からのご支援
年１月

)

…

った子鹿は生きていけません︒

しても︑母鹿にお乳をもらえなくな

その場合︑子鹿だけを鹿苑に保護

しなくなります︒

人の匂いが付いて︑母鹿が子育てを

また︑人が子鹿に触ると︑子鹿に

猛烈な勢いで攻撃してきます︒

近づくと︑母鹿が子鹿を守るために

近づきたくなりますが︑人や犬等が

子鹿は小さくて可愛らしく︑つい

る鹿もいます︒

護していますが︑奈良公園で出産す

出産前の４月から﹁ 鹿苑﹂に一時保

安全に出産・子育てをできるよう︑

奈良の鹿愛護会では︑母鹿が安心

生するシーズンです︒

毎年５月中旬頃からは︑子鹿が誕

近づかないで／触らないで

子鹿を見つけても

奈良の鹿愛護会
Facebookページ
@naradeerlove

奈良警察署（夜間・交通事故）

折をして療養中の鹿たちの状態をチ
きちんと足を地面につけて歩いて

です︵

のシカ﹂保護に活用されます︒

検 索
奈良の鹿

0742-22-2388

ェックするため︑このように毎朝皆
いるようであれば︑骨折が治ってき

ありがとうございました︒

24

奈良の鹿愛護会
公式Twitter
@nara_aigokai
▲母鹿は、自分の子鹿を
においで判別します。

▲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。
▲赤ちゃん鹿に会えるのは
この時期だけの限定です！

17

公式WEBサイト

10

10

30

奈良の鹿愛護会(8:30～17:15)

様からいただいたドングリを与えて
います︒

▲足を地面につけている

30

13

検 索
奈良の鹿
▲足を浮かせて、かばっている

https://naradeer.com/
をお願いします︒

かわいい子鹿たちのためにご協力

DO NOT TOUCH

14

翌

公式WEBサイト
https://naradeer.com/

携帯電話に登録をお願いします︕

2019年 春・夏号

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。

11

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

た証拠です︒

30

300

30

おいしいドングリ
鹿苑で食べています♪
モグモグ……

30

奈良の鹿愛護会

0742-20-0110
題字︓会長 大川靖則

この容器にドングリが
入っています。

一般財団法人

「奈良のシカ」緊急ダイヤル
ドングリに集まる鹿たち

…

鹿せんべいを
与える際のポイント
鹿せんべいを与える際のポイント
を知り︑鹿と仲良くなりましょう︒

①おとなと一緒に！
お子様がひとりで
鹿に近づかないよう
にしましょう︒
鹿せんべいを与え
る時も︑大人がそば
で見守りましょう︒

②じらさない！

イベント情報②

なつの奈良旅キャンペーン

なつの鹿寄せ
恒例となった夏休み期間中の﹁ 鹿
寄せ﹂︒
奈良公園デビューした子鹿たちに
も会えるかも
鹿寄せの後は︑鹿苑もぜひ見学し
てみてくださいね︒
◆なつの鹿寄せ

日 ︵日︶

研究員の歴史コラム

鹿と出会う歴史
奈良公園もすっかり春めいてきま
した︒今回は︑﹁ 鹿寄せ﹂をキーワ
ードにしてご紹介します︒
鹿寄せは︑現在では観光イベント
として知られています︒
しかし︑もともと鹿寄せは業務で
年代まで︑愛護会︑

毎日実施されていました︒明治時代
の半ばから昭和
および愛護会の前身団体である春日
神鹿保護会では︑夕方になると鹿寄
せで鹿を集めて︑鹿苑︑および鹿苑
に該当する施設へと移動させていま
した︒夜間の野犬による噛殺や密殺
を防止するためです︒一夜を施設で
過ごした鹿は︑朝になると解放され

東大寺南大門交差点の南︵現在︑
公衆トイレがある辺り︶で︑鹿の収
容施設の完成を祝う神事の中で実施
よびあつめ

されたことがわかっています︒
当初の鹿寄せは︑鹿の﹁ 呼集﹂と
表現されました︒楽器も現在とは異
なり︑ラッパを使用していました︒
ただし当時の音調やリズムについ
ての詳細は不明です︵ご存じの方い
らっしゃいましたら︑ぜひご連絡く
ださい︕︶︒

当時の春日神鹿愛護会の職員にと

再び公園へと戻っていきました︒
記録で初めて鹿寄せが登場するの
って︑鹿寄せは鹿を集めて移動させ

年︵明治

年度

︻担当

研究員

鹿の角きり行事開催
︵ ／６・７・８の３日間︶
総来場者数 ５６９２名
哲菖会ならやま支部より寄付 (／

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︶
きたまちマルシェ広報活動
︵東向北商店街・花芝商店街 ／ ︶

鹿まつり︵鹿の慰霊祭・鹿苑 ／ ︶

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︶

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︶

ポスター展示会②︵ ／ ～ ︶
︵奈良市役所市庁舎玄関ギャラリー︶
奈良ホテルでの広報活動︵

／ ︶

／ ～ ︶

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︶
ポスター展示会③︵
︵奈良市美術館︶

奈良大和路キャンペーン 鹿寄せ
︵２／９～３／
毎月曜日を除く︶
※
︵主催︓奈良市・︵公社︶奈良市観
光協会︶
母子鹿受け入れのための
鹿苑整備

)

オス鹿 角(鹿 の)保護・除角 (月まで )

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︶

東城 ︼

めてご紹介します︒

その辺の事情については︑また改

は︑大正・昭和に入ってからです︒

そしてイベントとして定着したの

られます︒

る業務上のノウハウであったと考え

年︶のことです︒

は︑

平成

おもな活動について
鹿せんべい売店 箇所に多言語看板
妊娠したメス鹿の保護︵２３１頭︶
子鹿第１号誕生︵５／２︶
子鹿公開 赤ちゃん鹿大集合︕
︵６／１～ ︶
総来場者数 １６４９０名
来場者１万人突破︵６／ ︶

鹿苑北付近で︑矢のようなものが
刺さったメス鹿を保護収容後治療
翌日解放︵６／ ・ ︶
鹿苑環境農園﹁ しかちゃんファーム﹂
開園︵６／ ︶
公式ＷＥＢサイトリニューアル
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 １３６０頭
オス鹿 ３５５頭
メス鹿 ７６７頭
子鹿
２３８頭

なつの鹿寄せ︵７～９月 計 回︶
主催︓︵公社︶奈良市観光協会

︵

鹿の健康を守るために
野菜やお菓子を与えないで！
﹁ 奈良のシカ﹂は全て野生です︒
奈良公園のシバや木の葉︑木の実
本来の食べ物以外のもの︵野菜や

等を食べています︒
パン・お菓子など︶を与えると︑中
毒や病気︑虫歯の原因になります︒
また︑鹿が野菜の味を覚えて奈良
公園周辺の田畑を荒らす原因にもな
りますので︑野菜等での餌付けはし
ないようにお願いします︒

開催日 １日１回のみ
７月 日 ︵日︶～９月

分程度︶

春(日大社境内 )

分開始︵

期間中の日曜日のみ実施
※
時

時間
場所
飛火野
・近鉄奈良駅↓市内循環バス

﹁ 春日大社表参道﹂バス停下車すぐ

主催
公益社団法人奈良市観光協会
雨天決行・荒天中止
※
無料・予約不要
※

奈良の鹿愛護会では︑保護思想の
普及を目的として︑全国の小学生を
対象に﹁ 奈良のシカ﹂保護啓発ポス
ターコンクールを開催します︒
たくさんのご応募︑お待ちしてお
ります︒

◆作品募集期間
７月１日 月( ～)９月 日 日( )

◆募集の概要

・絵の内容にふさわしい標語

・四つ切り画用紙︵画材自由︶

難しいですが︑愛護会事務所に鹿の

・全国の小学生対象

︽前回の受賞作品︾

骨格標本がありますので︑興味のあ

奈良公園で鹿の歯を観察するのは

作品募集のお知らせ

前歯の歯冠部は年齢にともなって 第 回 国の天然記念物
すり減っていくので︑その程度で年
「奈良のシカ」保護啓発
ポスターコンクール

る場合もあります︒

短くなっていき︑歯根部にまで達す

高齢の鹿になると前歯がどんどん

齢を推定するのです︒

鹿せんべいがなく
なったら︑鹿の目線
に合わせて︑両手を
﹁ ぱっ︕﹂と広げま
しょう︒鹿に伝わる
﹁ 鹿サイン﹂です︒

⑤なくなったら、「鹿サイン」！

鹿の角や体に︑バ
ッグのヒモ等が引っ
かかり︑思わぬ事故
につながることがあ
ります︒持ち物の管
理は厳重に︕

④バッグなどにも注意！

鹿せんべいを持っ
ていると︑周りから
たくさんの鹿が集ま
ってきます︒前だけ
ではなく︑周辺から
集まる鹿にも注意︕

③まわりの鹿に注意！

鹿せんべいをなか
﹁ 鹿がかわいいから何かあげたい︑
なか与えずじらした
喜んで野菜もパンもお菓子も食べて りすると︑鹿が鹿せ
んべいをねだって︑
いる︒﹂本当にそうでしょうか︒
その後︑お腹を壊し︑最悪の場合 服を噛んだりするこ
とも …

死に至ることもあります︒
鹿が苦しんでいるとき︑野菜やパ
ンを食べさせた人は︑もうその場に
いません︒
鹿たちの健康を守るために︑皆様
のご理解とご協力をお願いします︒

集めたドングリは︑奈良公園では
与えず︑鹿苑の鹿たちにプレゼント
してくださいね︒
鹿せんべいは︑鹿たちの大好きな
※

おやつです︒

生態紹介コーナー⑤

本です︒

本あり︑上の歯

歯から分かる、鹿のこと

｛

｛

本︑下の歯は

鹿の歯は全部で
は

22

詳しくは︑作品募集要項を
ご覧ください︕

板倉

30

!?

る方は見学しに来てください︒

︻担当︼保護教育課

鹿の飛び出し注意ステッカーを
奈良市公用車に貼付協力︵ 台︶
奈良リビングフェスタ出展
鹿角ストラップ作り体験
︵奈良ロイヤルホテル ７／ ︶
︵奈良県産業会館 ８／ ︶

18

｛

上あごの前歯はなく︑そのかわり
に歯茎が硬化したもの︵歯板︶が発
達しており︑下あごの前歯と合わせ
て草を引きちぎるように噛み切る仕
組みになっています︒
また奥歯は︑食べた草をすりつぶ
すのに適した形をしています︒

生まれたての子鹿には︑乳歯が生
えています︒乳歯は１歳になると抜
けて︑人と同じように永久歯に生え
替わります︒
鹿の歯を調べると︑そこから分か
ることがあります︒

８月

９月

1892

﹁ 奈良のシカ﹂ものしり教室
鹿角ストラップ作り体験
ポスター展示会
︵イオンモール大和郡山８／４・５︶

ヒアリングをしています。
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歴史資料の調査や関係者への
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13

14

30

30

25

30

18

10

４月

15

愛護会の歩みを整理するため、

11

14

歯頸

▲ナチュラルホルンを演奏すると、
鹿たちが森の奥から駆け寄ってきます♪
地図ＱＲコード
▲奈良県知事賞

５月

６月 「奈良のシカ」愛護月間

９
JR

15
15
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25 12 11 11

14

12

17

歯冠

30

14

小臼歯

3

24

10

8

（臼歯） （前臼歯）

24

11

12

12

1

20 34

▲戦前に使用していたラッパ
▼昭和 24 年からは現在の
「ナチュラルホルン」を使用

13

だいきゅうし しょうきゅうし

大臼歯

10月

11月 「奈良のシカ」愛護月間

12月

１月

２月

３月

犬歯

▲春日神鹿保護会発行の
絵はがき「志かよせ」
（部分）
ラッパで鹿を集めていることがわかる。

14

27

▲歯の名称
▲草を食べる鹿

14

15

せっし
けんし 切歯

それは︑鹿の年齢です︒

紹介していきます。

16 15

99

2

▲鹿の骨格標本
歯の部分も観察できます。
かけるため、鹿の豆知識を

７月

８月

歯根
「奈良のシカ」保護を呼び

歯板

14
しばん

