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@nara_aigokai

は中止となりますが︑奈良公園の
鹿の安全対策としてオスジカの除
角︵角きり︶は実施します︒

・ 日︵土︶・

日︵日︶

時開始︵１日１回

３月５日︵金︶・６日︵土︶

時間︓

９月～

月頃は︑鹿の恋の季節

オスジカに注意！

秋～冬は

公益社団法人奈良市観光協会

主催︓奈良市

小雨決行・荒天中止
※

分程度︶

30

︵発情期︶です︒
シカにとって子孫を残すための
大切な時期です︒
夏の終わりになるとオスジカは
次第に体や性格が変わり始め︑な
かでも体格が大きく角が立派なオ
スジカはなわばりを持ちメスジカ
の群れを囲い込んでハーレムをつ
くります︒この時期のオスジカは
非常に気が荒くなるため特に注意
が必要です︒
角があっても︑切られていても
オスジカは力が強く危険です︒

１月８日︵金︶～

日︵火︶

休日・休館などの詳細は各施設
※
にお問い合わせください︒

新型コロナウイルスの影響により
各イベントは中止になる場合があ
ります︒ご了承ください︒

奈良公園の鹿
日・

日の２日間で︑奈良

頭数調査結果報告
７月

公園内に生息する鹿の頭数を調査し
ました︒
のコース・

頭数調査は︑早朝に奈良の鹿愛護
会事務所に集合して︑

班に分かれて調査します︒

皆さまのフォロー
お待ちしています︕︕

https://naradeer.com/

検 索

です︒ 令(和２年７月 日発表 )

頭数調査の結果はグラフのとおり

ントしていきます︒

・子鹿と目視で確認して頭数をカウ

を取りながら︑オスジカ・メスジカ

全てのコース・班で協力して連携

奈良の鹿愛護会
公式Twitter
@nara_aigokai

メスジカ
８０８頭

17

26 20 13

また︑オスジカ同士がケンカを
している場合は大変危険です︒決
して近づかないでください︒

▲調査の様子

公式WEBサイト

オスジカ
２２４頭
子鹿
２５４頭
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当初この塚と碑は荒池のあぜに 鹿寄せのご案内
国の天然記念物「奈良のシカ」
鹿の歴史コラム
奈良の鹿愛護会
敷設され︑慰霊祭もその場所で行
保護啓発ポスターコンクール
ご予約不要・無料でご覧いただ
鹿まつり 鹿の慰霊祭
公式インスタグラム開設
われていたのです︒この塚と碑は
作品展示会のご案内
ける鹿寄せの日程をご案内します︒
奈良の鹿愛護会公式インスタグ
毎年 月 日︑奈良の鹿愛護会 荒池から移設されてきたものです︒
﹁ 奈良のシカ﹂保護啓発ポスター
まず１９５０年︵昭和２５年︶
では１年間に交通事故などで亡く
の優秀作品展示を行います︒全国 ラムを開設しました︒
皆さまのフォローお待ちしてい
なった鹿の霊を慰める慰霊祭を開 ごろに︑塚部分のみ現在の鹿苑内
の小学生の皆さまから寄せられた
へと移設されました︒
催しています︒
力作の数々を︑ぜひご鑑賞くださ ます︕
続いて︑１９９７年︵平成７年︶
今回の歴史コラムでは︑この慰
い︒
霊祭︑通称﹁ 鹿まつり﹂について に碑が移設されました︒
現在では塚と碑を保存するため
ご紹介します︒
角きり場から塚を望む形で慰霊祭
慰霊祭は︑１９４２年︵昭和
が行われています︒
年︶に始められました︒
①～奈良の冬景～鹿寄せ
第１回の慰霊祭は約２００人が
期間︓ 月１日︵火 ～
) 日︵月 )
参列する大規模なものでした︒
※日︵日︶は休み
慰霊碑の前に供物を捧げ︑春日
小雨決行・荒天中止
※
大社神職が慰霊詞を読み上げる形
時間︓ 時開始︵１日１回 分程度︶
は現在まで変わることはありませ
主催︓奈良県旅館・ホテル生活衛生
ん︒
︽ 展示場所 ︾
︵予定︶
①奈良県立図書情報館

▲昨年のポスター展示会
（奈良県立図書情報館）

１月８日︵金 ・９日︵土︶ 日︵日︶︵奈良市大安寺西１丁目１０００︶
)
期間︓ 月 日︵土︶～ 月 日︵日︶
日︵金︶・ 日︵土︶

期間︓令和３年︵２０２１年︶

②冬の鹿寄せ

14

15

12

10

・ 日︵月祝︶・
17 11

31

11

14

21

27

14

16

︻担当︼ 臨時研究員 東城
ただし当時の慰霊祭は︑荒池の
敷地︵奈良市菩提町︶で行われま ︻鹿まつり︵鹿の慰霊祭︶︼
した︒
日時︓ 月 日︵金︶
その理由は︑現在は鹿苑中央に
午前 時～
建つ鹿塚︵神鹿之塚︶と碑にあり 場所︓春日大社境内 鹿苑
ます︒

中止のお知らせ
古都奈良の秋を彩る伝統行事

公式WEBサイト
https://naradeer.com/

12

15

10 20

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

奈良の鹿愛護会
Facebookページ
@naradeerlove

総数
１２８６頭

【要注意区間別順位・発生件数（死亡数）】
ワースト 1 位 県庁東交差点～福智院交差点 39 件発生（うち 15 頭死亡）
ワースト 2 位 県庁東交差点～近鉄奈良駅前 30 件発生 ( うち 15 頭死亡）
ワースト 3 位 大仏殿交差点～高畑交差点 18 件発生 ( うち 10 頭死亡）
（令和 2 年 7 月 17 日発表）

古式 鹿の角きり

▲碑 ( 左 )・鹿塚（神鹿之塚）( 右 )

検 索

期間中休館日有
１年間に亡くなった鹿を慰霊す ・ 日︵日︶・ 日︵金︶・ 日︵土︶・ ※
インターネットで
②奈良市役所本庁舎１階連絡通路
るとともに︑ 年近く慰霊祭を続
日︵日︶
鹿たちの情報発信中！
︵奈良市二条大路南１丁目１ １-︶
けてきた先人たちに思いを巡らせ
２月５日︵金︶・６日︵土︶・７日︵日︶期間︓ 月 日︵月︶～ 日︵金︶
てみませんか︖
日︵木祝︶・ 日︵金 ・) 日︵土︶ ③奈良市美術館壁面ギャラリー
今後もこのコラムでは奈良のシ
カにまつわる情報をお伝えしてい ・ 日︵日︶・ 日︵金︶・ 日︵土︶・︵奈良市二条大路南１丁目３番１号
日︵日︶・ 日︵火祝︶・ 日︵金︶ ミ・ナーラ５階︶
きます︒
期間︓２０２１年︵令和３年︶

80

13

11

11

奈良の鹿愛護会

伝統行事﹁ 古式 鹿の角きり﹂

一般財団法人

奈良の鹿

▲2020 年「奈良のシカ」交通事故多発地帯マップ
総交通事故発生件数 179 件（うち 104 頭死亡）

古都奈良の秋を彩る伝統行事﹁
古式 鹿の角きり﹂の開催に向けて
検討してまいりました︒しかし︑
角きり場やその周辺の状況を考え
ると︑観客の皆さまにそれぞれ距
離をとっていただくなど新型コロ
ナウイルス感染防止対策をとりつ
つの開催は難しいとの判断にいた
りました︒
そのため︑令和２年度の﹁ 古式
鹿の角きり﹂は中止とさせていた
だきます︒皆さまには大変ご迷惑
をおかけいたしますが︑この特殊
な状況に鑑みご理解をいただきま

鹿の角きり﹂

すようお願いいたします︒
︻ 中止 ︼
伝統行事﹁ 古式

日︵土︶
角きり場

11

17

▲鹿まつり（現在 )

2020年 秋・冬号

︵春日大社境内︶

▲角が切られている
オスジカにも注意︕︕
▲ケンカするオスジカ

題字︓会長 大川靖則

日︵日︶

11 10

奈良の鹿

20

日時︓令和２年 月
場所︓鹿苑

10

▲伝統行事「鹿の角きり」（中止）
▲オスジカの除角

11

奈良公園を美しく！
びか

生態紹介コーナー⑧
鹿の胃はいくつある？

第３胃は水分と養分を吸収する胃
袋で︑バクテリアなどをタンパク質
にして第４胃に送っています︒

のを見つけた際には鹿たちの為に拾

また奈良公園でゴミが落ちている

ミは必ず持ち帰りましょう︒

鹿の生息地である奈良公園ではゴ

います︒

ことが原因で亡くなってしまう鹿が

消化できないゴミが第１胃にたまる

クゴミなどを誤って食べてしまい︑

た食べ物の匂いがついたプラスチッ

いる鹿ですが︑奈良公園に捨てられ

４つの胃を使って栄養を吸収して

達したものです︒

第１胃から第３胃までは食道が発

鹿はウシの仲間︖ウマの仲間︖
第４胃は消化液を出して消化する
鹿はウシの仲間です︒ウシは偶蹄目︑ 人の胃と同じ働きをする胃袋です︒
ウマは奇蹄目といって蹄の数が偶数︑
奇数であるということに由来してい
ます︒
鹿は偶蹄目に分類されます︒そん
なウシの仲間の鹿ですが︑胃はいく
つあると思いますか︖
鹿やウシ︑ヒツジ︑ヤギといった
偶蹄目の動物達は一般的に反すう動
物と呼ばれます︒

反すうとは一度︑飲み込んだ食べ
物を口に戻して再咀嚼︵さいそしゃ
く︶することです︒
鹿を含む反すう動物達は胃が４つ
あることが特徴です︒
胃は第１胃︑第２胃︑第３胃︑第
４胃と続いています︒
第１胃は１番大きい胃で︑食べた
草をため込み︑共生しているバクテ
リアなどの助けを借りて草の繊維質
を分解しています︒

板倉

ってください︒皆さまのご協力よろ
しくお願いします︒

第２胃は反すうして液状になった
草を第３胃に送る胃で︑まだ大きな
︻担当︼保護教育課

ドングリのご寄付
乾燥させたドングリは︑奈良の鹿
愛護会事務所まで︑直接お持ちいた

昨年度は︑７２２６キロのドング
すが︑よく乾燥させたドングリを厚

宅配便等でお送りいただく場合で

だくか宅配便等でお送りください︒

リを全国の皆さまからご寄付いただ
手のポリ袋を２重にして入れてしっ

お待ちしております！

きました︕

あけて︑外に出てくることがありま
す︒梱包していただいた段ボール箱
等の隙間もテープ類で閉じて︑しっ
かりとふさいでください︒

宅配便をご利用の際には︑特に念
入りにお願いします︒
鹿苑で保護されている鹿たちはド
ングリが大好きです︒ドングリのご
寄付お待ちしております︒皆さまの

中川

ご支援よろしくお願いします︒
︻担当︼事業課

また︑税額控除を受けられます︒

きます︒

の保護活動全般に活用させていただ

この基金を通じてのご寄付は︑鹿

に登録されています︒

シカ﹂の保護育成︼が助成対象事業

いでいくため︻天然記念物﹁ 奈良の

財である﹁ 奈良のシカ﹂を後世に繋

地域活性化基金︼では︑貴重な文化

奈良県が運営する︻奈良公園観光

奈良公園観光地域活性化基金

奥田

の皆さまによって支えられています︒

総務課

念物﹁ 奈良のシカ﹂保護育成活動に

鹿の保護活動の拠点である鹿苑に

１ ，０００円︶

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

ドングリの中にいる虫が袋に穴を

︵２０１９年４月～２０２０年３月︶ かりと密閉してください︒
今年も︑鹿苑に保護されている鹿
たちに︑ドングリのご寄付をよろし
くお願いします︒

ご寄付いただけるドングリは︑大

きいもの︑小さいもの︑ドングリの

種類も︑シイ・カシ・ナラなど何で

もＯＫです︒
ドングリは水洗いする必要はあり

ませんが︑長期間保存できるように

できるだけ乾燥させください︒
お天気の良い日に︑ドングリの天

日干しをお願いします︒

牧草協賛金とご寄付の
ご協力をお願いします。

取り組んでおり︑その活動は皆さま

は︑ケガや病気などで救助救出され

私たちの活動は︑鹿を愛する多く

からの会費やご寄付によって支えら

◆牧草協賛金︵１口

要です︒

の健康維持するためのお薬などが必

安心安全な牧草︑入院中の鹿たち

た鹿が保護されています︒

年会費

１口

トンの牧草が必要で︑その

︽例︾傷病鹿の救護に必要な医薬品

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

◆一般寄付金

します︒

﹁ 牧草協賛金﹂にご協力をお願い致

費用確保に苦慮しています︒何卒︑

年間約

１口１０００円で︑約 キロの牧
３千円 １(口以上 )
５千円 １(口以上 ) 草を購入することができます︒
鹿苑で保護されている鹿たちには

年度毎の更新︑４月～ 年３月
※

・個人

１口

◆会員特典
・子鹿公開

今西家書院・春日大社国宝殿・

奈良県立美術館・吉城園庭園・

・特典対象施設の割引入場

・抽選で鹿角または角加工品贈呈

・ご継続３年毎にグッズ贈呈

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 )

赤ちゃん鹿大集合︕

・法人

賛助会員

◆奈良の鹿愛護会会員

お待ちしております︒

れています︒ぜひ皆さまのご入会を

奈良の鹿愛護会では︑国の天然記

賛助会員募集中です！

奈良の鹿愛護会

草は第１胃に送り返しています︒

分補給タブレット１２０袋を寄贈
いただきました︒
熱中症対策を万全にして︑保護
活動により一層力を入れて参りま
す︒

◆コラボメニュー
ほうせき

もちいどのセンター街のかき氷

店﹁ ｋａｋｉｇｏｒｉ

箱﹂様では︑子鹿誕生の時期に合

わせて１杯あたり１００円の寄付

つき限定メニュー﹁ 子鹿こおり﹂

を提供され︑１１９ ，６００円を

ご寄付いただきました︒

入江泰吉旧居・奈良市杉岡華邨
書道美術館・入江泰吉記念奈良
市写真美術館・興福寺国宝館
春日大社萬葉植物園
園内改修のため
※

令和３年３月末まで休園予定
︻６月のみ拝観無料︼
東大寺大仏殿

通信欄に﹁ 牧草協賛金﹂／﹁ 一般寄
※
付﹂とご記入ください︒

▲厚手のポリ袋を2重に
して密閉してください。

美鹿パトロール隊！
令和２年３月に国の天然記念物
﹁ 奈良のシカ﹂の生息環境を良く
するために︑奈良公園の美化向上
に向けて︑
﹁ 美鹿︵びか︶パトロ
ール隊﹂が発足しました︒
３月２日に美鹿パトロール隊出
発式が行われ︑清掃車両の贈呈や
美鹿パトロール隊による決意表明
がありました︒
奈良公園内に捨てられたプラス
チックゴミなどを鹿が間違って食
べてしまい︑それが原因で亡くな
ってしまう鹿がいなくなることを
願って︑美鹿パトロール隊のスタ
ッフが奈良公園内の環境パトロー
ル・美化に努めています︒

︽美鹿パトロール隊メッセージ︾
日々︑鹿の愛らしいしぐさに心
を和ませながら﹁ この鹿たちの命
を守り奈良公園をきれいにする﹂
という﹁ 使命﹂を感じてしっかり
清掃しています︒奈良公園全体の
ゴミを０にする︑そして可愛い鹿
の命を守るためにこれからもがん
ばります︒

ご寄付のご紹介
◆切手・はがき
ＳＮＳで呼びかけたところ︑全
国の皆さまから未使用の切手やは
がきを続々ご寄付いただいていま
す︒
珍しい切手︑かわいらしい切手
とともに︑お手紙やメッセージを
同封してくださる方もおられ︑一
通一通楽しく拝見しています︒
切手やはがきは︑保護活動の通
信費として大切に活用させていた
だきます︒

◆熱中症対策
第一生命保険株式会社奈良支社
様︵支社長︓布崎嘉樹様︶より︑
新型コロナウイルス関連の経済活
動自粛の中で社会貢献活動の一環

ご協力いただいた皆さま︑あり

営業時間・休館日等は︑各施設に
※
ご確認ください︒

法人

化基金﹂のサイトをご覧ください︒

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

鹿の消化器官
▲鹿の胃内から
見つかったゴミの塊。

反すう動物
鈴木
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翌

▲隙間をテープ類で
しっかりふさいでください。
◆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

として︑国の天然記念物﹁ 奈良の
シカ﹂の保護に取り組む奈良の鹿

ケースと塩 ︻担当︼総務課

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
2,800 円
2,000 円

60

ご支援よろしく
お願いします !

▲贈呈式（右︓布崎支社長）
▲「子鹿こおり」

▲美鹿パトロール隊
▲ご寄付いただいた切手（一例）

愛護会スタッフの熱中症対策とし がとうございました︒
てスポーツドリンク
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