春は子鹿が誕生する
シーズンで す 。
毎年５月中旬頃からは子鹿が誕生す
るシーズンです︒奈良の鹿愛護会では
出産を控えた母鹿を安心・安全な出産
や子育てができるよう鹿苑に一時保護

毎年︑その年に初めて奈良公園で誕
決して近づいたり︑触ったりしないよ

もし︑奈良公園で子鹿を見かけても

しています︒

生した子鹿は﹁子鹿第一号﹂として報
うにしてください︒
子鹿たちの健やかな成長のために︑

道各社に取り上げていただきます︒昨
日に４２００グラムのオス
皆さまのご協力お願いします︒

イベント情報

◆子鹿公開
～赤ちゃん鹿大集合︕～
６月に期間限定で︑出産期に鹿苑で

日︵水︶

保護している母子鹿の特別公開を行っ

ています︒

期間︓６月１日︵火︶～

時︵入場

時

子鹿公開会場

時～

毎月曜日休み︵７日・ 日・ 日・
※
日︶

時間︓
場所︓鹿苑

設置にご協力いただける方を募集して

﹁鹿のために寄付できる自販機﹂の

奈良の鹿支援型自動販売機
奈良の鹿愛護会公式
ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル 設置協力お願いします！
奈良の鹿愛護会公式ＹｏｕＴｕｂｅ
チャンネルを開設しました︒

護会事務局までご連絡ください︒

がいらっしゃいましたら︑奈良の鹿愛

動販売機の設置をご検討いただける方

鹿たちのために︑奈良の鹿支援型自

料会社負担になります︒

自販機設置に関する費用は︑全額飲

公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは います︒︵イメージ図参照︶
奈良の鹿愛護会の活動など色々なこと
を更新していく予定です︒
是非皆さまチャンネル登録よろしく
お願いします︕

をお聞かせいただければ幸いです︒

ぜひご覧いただき︑ご意見やご感想

介しています︒

て︑公式ＷＥＢサイト・ＳＮＳでご紹

ベント情報・愛護会の保護活動につい

奈良の鹿愛護会では︑鹿の生態やイ

日々、情報発信中！

インターネットで

分まで︶

愛護協賛金︓一般３００円・高校生以

日・

日

日

日の日曜

小雨決行・荒天中止
※

下無料・愛護会会員同伴１名様まで
無料

日・

日・

日

日～９月

◆なつの鹿寄せ
開催日︓７月
日・

８月 日を除く
※

︻７月︼
︻８月︼１日・
日・

分開始
分程度︶

中止・変更になる場合があります︒

感染症対策などにより︑各イベントは

主催︓︵公社︶奈良市観光協会

小雨決行・荒天中止
※

場所︓春日大社境内﹁飛火野﹂

１日１回のみ︵

時間︓午前９時

奈良公園では鹿のかわいらしい姿を ︻９月︼５日・
よく目にします︒
しかし︑﹁奈良のシカ﹂は野生動物
です︒春はメス鹿が︑我が子を守るた
め︑人に襲いかかることがあります︒
鹿に接する時は十分気をつけてくだ
さい︒
ご了承ください︒

◆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
令和３ ２(０２１ 年)の保護啓発ポス

ターコンクールは中止とさせていただ
きます︒このため︑作品募集は行いま
せん︒来年度以降の実施についてはホ

びか

美鹿パトロール隊

活動中は美鹿パトロール隊のユニフ
ォームを見かけた方々から声をかけて
いただき︑応援や励ましのお言葉をい
ただけるようになりました︒
スタッフはこれまでの経験を活かし
奈良公園内でゴミが多い場所︑あまり
人が通ることのない場所等の意見を出
し合い︑今後の取り組みについて話し
合っています︒

清掃活動中に起きたことですが︑お
店の前に収集前のゴミが出されていて︑

店の中で保管してもらい︑到着した収

お伝えすると︑ゴミは収集されるまで

すぐにスタッフが駆けつけゴミを鹿

ために発足し︑奈良公園内の清掃活動

います︒

正月三が日に公園内の清掃活動を行

ます︒
︻ 美鹿パトロール隊

スタッフ一同 ︼

カ﹂の環境保全へ結びつけたいと思い

まとの関わり合いを深め︑﹁奈良のシ

するため︑清掃活動と共に地域の皆さ

念物﹁奈良のシカ﹂の生息環境を良く

美鹿パトロール隊では今後も天然記

フで共有して活動の啓発としています︒

このような︑出来事や情報はスタッ

の活動が認知されてきているように思 串などのゴミが散見されました︒

々との交流も増え︑美鹿パトロール隊 き缶や屋台の販売した食べ物の容器︑

奈良公園内の清掃活動と共に地域の方 った時には︑普段よりも人出が増え空

もなく１年を迎えようとしています︒

奈良公園内の清掃活動を開始して間 集車に無事に回収されていました︒

◇活動報告

動を報告します︒

けるキャンペーンを２月１日～

﹁奈良のシカ﹂の生息環境を良くする 現場を目撃しました︒

奈良公園に生息する国の天然記念物 そのゴミを鹿が食べそうになっている

活動報告

奈良の鹿愛護会

年は４月
の子鹿が誕生しました︒
今年も子鹿が誕生するシーズンが訪
れますが︑どのような子鹿と出会える
か︑奈良の鹿愛護会スタッフ一同︑楽
しみにしています︒

そんな産まれて間もない子鹿は︑と
てもかわいらしいですが︑出産期の母
鹿は母性本能が強く︑子鹿を守るため
近づく人を攻撃してくることがあるの
で注意が必要です︒
また︑母鹿は子鹿を匂いで判別する
ため︑人が触ると人の匂いがついて母
鹿がお乳を与えなくなることがありま
ームページなどでご確認ください︒

奈良公園のシカ ストップ

えさやりキャンペーン
﹃奈良公園の鹿たちに鹿せんべい以外

飲料販売会社

に取り組む﹁美鹿パトロール隊﹂の活 から遠ざけました︒お店の方に事情を

あげないで﹄とえさやり禁止を呼びか

V7bkXajYPuJtmKg

で奈良県と協働で実施しました︒

キャンペーンでは啓発チラシの配布
や啓発看板の設置︑給餌行為が多発す
るエリアで集中パトロールを実施しま

売されている﹁鹿せんべい﹂以外の食

＜ イメージ図 ＞
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なお︑﹁鹿たちが心配なので﹂と野 した︒
奈良公園の鹿たちの健康を守るため

菜やパン︑お菓子などの本来の食べ物

ロケーション手数料

ロケーション手数料の
一部を寄付
(例)１円～５円／本
設置協力者さま

検 索
奈良の鹿

11

15

11

以外のものを︑鹿たちに与えてしまう 皆さまのご理解︑ご協力よろしくお願
と︑中毒や病気の原因にもなります︒ いいたします︒

また︑奈良の鹿愛護会では︑ケガや

べ物を与えないようにお願い致します︒

奈良公園の鹿たちには奈良公園で販

病気の鹿︑弱っている鹿がいないかな

たちは安心して食べられます︒

や香辛料は一切入っていませんので鹿

やつです︒主な材料は米ぬかで︑砂糖

鹿せんべいは︑鹿たちの大好きなお

しています︒
鹿たちのことは奈良の鹿愛護会スタ
ッフがしっかり守っていますので︑ご
安心ください︒

https://naradeer.com/

公式WEBサイト

▲子鹿を匂いで判別する母鹿
▲コロナ禍でも元気いっぱいです︕

鹿の飼料費
鹿の健康維持費

▲回収したゴミ

検 索
奈良の鹿

す︒

鹿たちは元気です。
ご安心くださ い 。
昨年から続くコロナ禍で奈良公園を
訪れる観光客が減少し︑﹁鹿たちが鹿
せんべいをもらえなくて飢えている﹂
という誤った内容の報道が一部であり
ました︒
そのような報道をご覧になった方々
より︑﹁鹿たちは大丈夫ですか﹂との
ご心配の声が数多く寄せられています︒
奈良公園の鹿たちは天然記念物とし
て保護されている野生動物で︑鹿たち
の主食は奈良公園に自生するシバや木
の実や木の葉などです︒
奈良公園には鹿たちが食べられる植

公式WEBサイト
https://naradeer.com/

ど︑毎日奈良公園内をパトロール巡回

物が十分にあります︒

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

www.youtube.com/

奈良の鹿愛護会
公式Twitter
@nara_aigokai
▲清掃活動風景

奈良の鹿愛護会

▲2020年「子鹿第一号」

2021年 春・夏号

29
28

題字︓会長 大川靖則

DO NOT TOUCH

皆さまのご協力
お願いします♪
触っちゃイヤよ♡

一般財団法人

30

28

私たちの健康のために
ご協力お願いします︕
そこに”愛護”はあるんか︖

第４７号

鹿の歴史コラム
資料から読み解く
「奈良のシカ」

この絵はがきは明治

年代～大正９

年頃 １(９１０～１９２０ の)鹿せんべ
い販売の様子をうつした彩色絵はがき

です︒写された場所は︑現在の春日大

多くの人びとが訪れる都市公園であり

息地である奈良公園は︑年間を通じて
を持ち︑そこに鹿せんべいを入れて立

赤い帽子をかぶる人物が︑手にかご

社若宮御旅所前にあたります︒

国の名勝でもあります︒
１(８８０ 年)に

ち売りをしています︒ 資(料①︶

奈良公園は︑明治
開園されました︒それ以来︑奈良公園
を紹介したパンフレットや絵はがき︑
地図︑写真等では鹿の姿が描写されて
きました︒また記念品やお土産として︑
張子鹿や五色鹿といった郷土玩具も製
作され好評を博してきました︒
奈良の鹿愛護会では︑環境教育等で
これらの資料の活用するため︑鹿に関
わる古写真や絵はがき︑郷土玩具等を
収集して調査を行っています︒そこで
今回は︑鹿せんべいにまつわる１枚の
絵はがきを例に︑こうした資料の収集
によってわかる内容をご紹介いたしま
す︒

胃がプラスチックごみで占拠された
ことが原因で︑食べ物が食べられなく
なり︑最終的に死亡してしまった鹿も
いました︒
今後の課題としては︑鹿の胃の中に
プラスチックごみがあることによって︑
死亡してしまうこと以外に︑プラスチ
ックごみが鹿の健康にどのような被害
を及ぼしているかを調査していきたい
と思います︒

このような不幸な鹿が後を絶たない
ことについて︑私たちは真剣に向き合

絵はがきの真ん中にみえる建物の右
隅︑男性の脇には﹁春日神鹿保護會鹿

)

煎餅販売所﹂と記された標識が建って
います︒ 資(料②

この資料をじっくり観察すると︑次
の３点がわかります︒①鹿せんべいの
販売は現在のような座り売りのほか立
ち売りも行われていたこと︑②当時の
鹿せんべいが白い紙︵こより︶で束ね
られていること︑③﹁販売所﹂の標識
があるように︑当時より鹿せんべいは
定められた場所で販売されていたこと
です︒

どんぐりのご支援
ありがとうとざいます

このように︑たった１枚の絵はがき
鹿の足先は人とは違った構造になっ

からも︑﹁奈良のシカ﹂にまつわる様 ていて︑蹄だけで体を支えていて︑足
々なことを読み解くことができます︒ 裏は接地していません︒その代わりに
また何か面白いことが分かりました 足の甲にあたる部分︵中足骨︶が長く
伸びて足が長くなっています︒
ら皆さまにご報告させていただきます︒
東城︼

獣医師コラム
鹿のプラスチックごみ誤食
昨年７月より始まったレジ袋有料化︒
このことによって︑レジ袋などのプ
ラスチックごみを誤食して死亡する奈

研究員

︻担当
良公園の鹿の頭数が減ってきているの

飯尾︼

キ

奈良県が運営する︻奈良公園観光地

活性化基金のお知らせ

奈良公園観光地域

プラスチックごみの塊

▶鹿の胃内から見つかった

入っていたのです︒

ロ以上のプラスチックごみが胃の中に

せん︒さらにそのうち２頭では︑

クごみ有料化以前とそれほど変わりま

５分の３という割合は︑プラスチッ

ックごみが見つかりました︒

しましたが︑その内３頭からプラスチ

らこれまでに５頭の死亡した鹿を解剖

ちなみに︑レジ袋が有料化されてか

はほとんどないからです︒

続けており︑今後も排出される見込み

みは今でも鹿の第一胃の中にとどまり

食べてしまった多くのプラスチックご

料化以前に奈良公園で捨てられ︑鹿が

いのが現状です︒なぜなら︑レジ袋有

しかし︑そう簡単に問題は解決しな

した︒

ではとのお問い合わせを何件か受けま

生態紹介コーナー
鹿の蹄はいくつある？
鹿の蹄は１本の脚にいくつあると思
いますか︖
鹿の指は人でいう親指が退化してい
て︑４本指になっているので︑鹿の蹄
は１本の脚に４つあります︒
鹿は主蹄という大きな蹄を２つ使っ
て歩きます︒主蹄は人でいう中指と薬
指にあたります︒︵写真①︶

鹿のように蹄だけで立っている動物
を蹄行性︵ていこうせい︶動物と言い
ます︒また︑人のように足裏全体を地
面につけて歩く動物を蹠行性︵しょこ

というタンパク質で出来ています︒骨

鹿の蹄は人の爪と同じで︑ケラチン

主蹄の反対側には副蹄という小さな うせい︶動物といいます︒
蹄が２つあり︑副蹄は人でいう人差し
指と小指にあたります︒
副蹄は普段使いませんが︑斜面を下 格をみると鹿の指先は細くなっていま

事業課

１，０００円︶

ご協力をお願いします。

牧草協賛金とご寄付の

︻担当

鹿の脚にも注目してみてくださいね︒

ができます︒奈良公園に来られた時は

鹿の脚からも色々なことを学ぶこと

になり︑地面を掻く時にも使われます︒

とても堅く前脚で攻撃する時には武器

蹄は主に歩行に使われますが︑蹄は

る時には滑り止めの役割があるそうで す︒
す︒︵写真②︶

奈良の鹿愛護会

賛助会員募集中です！

奈良の鹿愛護会では︑国の天然記念 ◆牧草協賛金︵１口

域活性化基金︼では︑貴重な文化財で

鹿苑で保護している鹿たちのごはん
物﹁奈良のシカ﹂の保護活動を継続的

鹿苑に保護される鹿たちのために

として︑どんぐりのご支援をいただい

ある﹁奈良のシカ﹂を後世に繋いでい

１口１０００円で︑約

を購入することができます︒

◆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

す︒また︑税額控除を受けられます︒

保護活動全般に活用させていただきま

この基金を通じてのご寄付は︑鹿の

ています︒

保護育成︼が助成対象事業に登録され

くため︻天然記念物﹁奈良のシカ﹂の

にご支援くださる賛助会員様を随時募 ﹁牧草協賛金﹂のご協力をお願いいた

)
)

します︒

ています︒鹿たちの大好物のどんぐり

でお問い合わせください︒

◆奈良の鹿愛護会会員
年度毎の更新︑４月～ 年３月
※
３千円 １(口以上
５千円 １(口以上

年会費

１口

賛助会員
・個人

１口

)

)

赤ちゃん鹿大集合︕

・法人

◆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
・ご継続３年毎にグッズ贈呈

・抽選で鹿角または角加工品贈呈
・特典対象施設の割引入場
奈良県立美術館・吉城園庭園・
今西家書院・春日大社国宝殿・
入江泰吉旧居・奈良市杉岡華邨

キロの牧草

集しています︒

)

詳しくは︑奈良の鹿愛護会事務局ま

は︑個人や︑企業団体︑学校様よりご
支援いただいていて︑鹿苑の鹿たちも
大喜びです︒

今シーズンは︑１１６６名の皆さま

をご支援いただきました︒
︵２０２１年１月末現在
鹿たちのために温かいご支援︑本当
にありがとうございます︒

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

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︒

法人

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化

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

10

国の天然記念物﹁奈良のシカ﹂の生

40

っていかなければならないと思います︒ から合計で１４５３６キロのどんぐり
まずは︑人の食べ物を鹿に与えない

丸子︼

園内改修のため開園未定
※
︻６月のみ拝観無料︼
東大寺大仏殿

ご確認ください︒

営業時間・休館日等は︑各施設に
※

牧草が、私たち鹿の
主食です。
鹿苑には 300 頭ほどが
保護されているよ。
鹿たちの治療に使用する
医薬品（薬や点滴など）に
使われています。

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

こと︑そして奈良公園にごみを捨てな
いことです︒
私たち一人ひとりが気を付けること
によって︑鹿が安心して暮らせる奈良

獣医師

▲写真①︓主蹄
▲写真②︓副蹄

2.5
(2019年3月25日撮影)
◆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

公園にしていきましょう︒
︻担当

▲どんぐりを食べる鹿苑の鹿たち

翌

▲絵はがき「奈良公園群鹿」(個人蔵)

▲資料①
▲資料②
▲届けていただいたどんぐり
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