さん鹿は大切な子鹿を守るた
鹿からのお願い
めに猛烈な勢いで攻撃してき 合計 １４６２８㎏！
子鹿に近づかない
鹿苑に保護されている鹿た
ます。
触らない
ちのために皆さまからご寄付
５月上旬頃からは子鹿が誕
いただいているどんぐりです
生するシーズンです。
が、 今シーズンは、 のべ１０
奈良の鹿愛護会では、 出産
７５名の皆さまから合計１４
を控えたお母さん鹿が安心し
６２８キロものどんぐりをご
て出産 ・子育てができるよう
寄付いただきました。｟２０
に、 ４月から鹿苑に一時的に
２２年 月末現在｠昨シー
保護していますが、 奈良公園
ズンより約１００キロも多く
内の全てのお母さん鹿を保護
また、 お母さん鹿は自分の
ご寄付いただくことができま
しているわけではなく、 奈良 子鹿を匂いで判別しています。
した。
公園内で出産 ・子育てをする もしも、 人が子鹿に触って
お母さん鹿もいます。
しまうと、 子鹿に人の匂いが
生まれて間もない頃の子鹿 付いて、 お母さん鹿が子育て
は、 木の株や草むら付近で隠 をしなくなることがあります。
れて過ごします。
鹿たちのために、 子鹿を奈良
出産後のお母さん鹿は母性 公園内で見かけても近づいた
本能がとても強く危険です。 り、 触ったりせずに、 そっと
子鹿は小さくて可愛らしく、見守ってください。
つい近づきたくなりますが、
皆さまのご理解、 ご協力を ▶大喜びでどんぐりを食べる
近づくと母性本能が強いお母 お願いします。
保護されている鹿たち！
１

▲奈良公園内での
環境パトロール！

奈良公園のシカからのお願い

◇ゴミを奈良公園に捨てないで！
シカが誤って食べてしまい病気の原因
になります。奈良公園にゴミ箱はありませ
ん。ゴミは必ず持ち帰ってください。
◇シカにレジ袋やお菓子の包みを食べら
れないように気を付けましょう。
◇奈良公園でゴミが落ちていたらシカた
ちのために拾ってください。

2022年 春・夏号
一般財団法人

奈良の鹿愛護会
〒630-8212
奈良市春日野町160番地1
TEL︓0742-22-2388

https://naradeer.com/

奈良の鹿

ご支援・ご寄付について
奈良公園に生息する鹿は、都市近郊で人と共生する野生動物として、貴重な存在であり、その
歴史的・文化的価値から国の天然記念物に指定され、大切に保護されています。
一般財団法人奈良の鹿愛護会は、｢奈良のシカ｣の保護育成を目的に、鹿の救助・救出をはじめ
とする保護活動、人と鹿とが共に暮らすまちづくり推進に取り組んでいます。
私たちの活動は、｢奈良のシカ｣を応援くださる皆さまからのご寄付等により支えられています。
｢奈良のシカ｣が安全に、安心して暮らせる環境をまもるためにご協力をお願い致します。

入会のご案内

奈良の鹿愛護会では、国の天然記念物「奈良のシカ」の保護活動を継続的にご支援くださる会
員様を随時募集しております。鹿と人が共に幸せに暮らせるまちづくりと美しい自然の保護の
ために、ぜひ皆さまのご入会をお待ちしております。

奈良の鹿愛護会会員

・個人会員

公式WEBサイト

検 索

美鹿パトロール隊
活動報告

奈良公園に生息する国の天 いう思いを高めて、 奈良のシ
然記念物 「奈良のシカ」の生 カのゴミ問題解決に貢献でき
息環境を良くするため、 奈 るよう邁進したいと思ってい
良公園内の清掃活動に取り組 ます。
む 「美鹿パトロール隊」の活
動を報告します。
２０２１年４月から 月末
までに約３２０キロのゴミを
奈良公園から回収しました。
12

題字︓会長 大川靖則

鹿苑に保護されている鹿た
鹿からのお願い
・鹿の赤ちゃんに触らないで！ ちは大好物のどんぐりを大喜
人の匂いがついてお乳を与え びで食べています。
鹿たちはどの種類のどんぐ
なくなることがあります。
りが好物ですか、 と質問をい
・お母さん鹿に注意！
母性本能が強く、 子鹿を守 ただくことがあります。 カシ ・
ナラ ・マテバシイ ・シイ等どの
るため攻撃してきます！
種類のどんぐりでも鹿たちは
奈良公園に訪れる観光客も
どんぐりのご寄付
食べますので、 種類は気にせ
ありがとうございます ずご寄付お願い致します。 コロナ禍前に比べると少ない
鹿たちのために皆さまの心 状況ではありますが、 奈良公
温まるご支援、 本当にありが 園内のゴミ問題は続いていま
す。
とうございます。
美鹿パトロール隊スタッフ一
人ひとりが 「鹿を守りたい、
奈良公園を綺麗にしたい」と

▲奈良公園で子育てする
お母さん鹿と子鹿

第４９号

▲ゴミの分別作業

年会費

3,000円以上 ・法人会員

5,000円以上

※年度毎の更新 4 月～翌年 3 月
会員特典など詳しくは一般財団法人奈良の鹿愛護会事務局までお問い合わせください。

ご寄付のご案内
一般寄付・牧草協賛金
〇一般寄付

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

〇牧草協賛金 鹿苑に保護される鹿たちのエサとして、年間約 60 トンの牧草が必要で、

エサ代確保に苦慮しています。何卒、牧草協賛金にご協力をお願い致します。
【振込先情報】
ゆうちょ銀行 記号番号 ０１０４０－９－２２６０ 一般財団法人奈良の鹿愛護会
※通信欄に「一般寄付」・「牧草協賛金」とご記入ください。
※ゆうちょ銀行制度改定のため手数料無料の用紙でも現金振込の場合、
料金が発生することがあります。詳しくはゆうちょ銀行窓口にてご確認ください。
〇切手・はがきの寄付 未使用の切手などを、保護活動の通信費として活用します。
眠っている切手などありましたらご寄付お願い致します。
【送付先】〒630-8212 奈良市春日野町160番地1
一般財団法人奈良の鹿愛護会 宛

奈良公園観光地域活性化基金

奈良公園観光地域活性化基金は、奈良公園の観光資源としての価値を高める事業を支援し、
奈良公園の観光を振興、活性化を図ることを目的に奈良県が設立した基金です。

【事業番号 4】天然記念物「奈良のシカ」の保護育成事業
奈良公園観光地域活性化基金のメリット

個人の場合、個人住民税の税額控除、所得税の所得控除をうけることができます。

企業団体であれば、寄付金の全額が法人税の損金算入として取り扱うことができ、
地方税にも法人税の取扱いが反映されます。

奈良公園観光地域活性化基金への寄付や詳しい情報は基金のサイトをご覧ください。
http://www.pref.nara.jp/37152.htm
QR コード
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▲なつの鹿寄せ

28

最終回

イベント情報②
なつの鹿寄せ

14

奈良の風物詩 「鹿寄せ」が
今年の夏にも開催されます。
ナチュラルホルンの音色に誘
われて集まってくる、 かわい
らしい鹿たちを見ることがで
きます。

▲奈良公園で採食する鹿の群れ

▲特別公開 子鹿公開

鹿の歴史コラム
鹿を調べる

30

30

皆さんは、 腕に腕章をつけ
て、 手にバインダーと用紙を
持って奈良公園を回る愛護会
スタッフと出会ったことはある
でしょうか。

奈良公園に生息する鹿たち
は鹿苑で夜を過ごしていると
思っている方もいるかもしれま
せんが、 そのようなことはな

た文章を発表して、 鹿の生態 信器の取り付けを行い調査を 生態紹介コーナー
の 「休み場」と呼ばれる場所
を説明しています。 現在と比 しています。
「
奈良公園の鹿の１日」で食べたものを反すうし、 座
べると情報量として少ないも
もし、 奈良公園で発信器を
って休息を繰り返しながら夕
のですが、 既にこの頃から、 付けた鹿を見かけた際は調査
方まで休みます。
小規模ながらも 「奈良のシカ」中のためそっと見守ってくだ
③日没
の調査が始められていたこと さい。
日没後は 「泊まり場」に座
がわかります。
④⑤の調査は、 奈良公園内で
り込んで反すうしながら休息
ただし、 単に鹿の調査といっ 採集した鹿糞の調査や亡くな
をとります。 そこで数時間休
ても皆さんにはピンとこないか った鹿の解剖を行います。
息したのち、 深夜過ぎまで草
⑥の調査は、 奈良公園内の植
を食べ 「泊まり場」で再び反
生を定期的に観察します。
すうをしながら休息をとりま
す。 鹿たちは休息と反すうを
繰り返しながら夜を過ごし、
また朝を向かえます。
奈良の鹿愛護会では鹿にま
つわる質問をいただくことが
沢山あります。
その中でも今回は奈良公園
に生息する鹿たちがどのよう
に１日を過ごしているかを紹
介していきます。
①日の出
鹿たちの１日の始まりは日
照と密接な関係にあります。
日の出と共に、 森の中や木の
根元などの 「泊まり場」と呼
ばれる場所から芝生地などの
「採食場」へ移動しながら草
を食べます。 鹿は群れで行動
する動物なのでそれぞれの群

イベント情報①
子鹿公開
赤ちゃん鹿大集合

れで移動していきます。
く 「野生動物」である鹿たち
これらの調査結果は報告書
は奈良公園で１日を過ごして
や図書として刊行されており、
います。
その多くは奈良県立図書情報
奈良公園に来られた際は、
館で閲覧できます。
鹿たちの移動にも注目して観
また、 奈良の鹿愛護会の公
察してみると違った一面を見
式ウェブサイトにも調査結果
ることができるかもしれませ
は反映されています。
ん。
皆さん、 ぜひ自由研究や郷
奈良公園では立ち入り禁止
土学習、 日々の奈良公園散
や森の中など危険な場所もあ
歩のかたわら、 鹿の情報を調
りますので、 十分注意して観
べてみてはいかがでしょうか。
察してくださいね。
②日中
【担当 臨時研究員 東城】
【担当 保護教育課 板倉】
日中は木陰や日だまりなど

▲獣医師による糞便調査

鹿たちの出産期にあたる毎
年６月に期間限定で鹿苑に保
護している母子鹿の特別公開
「子鹿公開～赤ちゃん鹿大集
合！～」を今年も開催予定で
す。
開催日程 :２０２２年
▼期間 ６月１日～ 日
７月３日 ｟日｠～８月 日
毎月曜日休み
※
｟日｠期間中の毎週日曜 ・祝
▼時間
時～ 時
日
８月 日 日
※
( ｠を除く
最
※終入場 時 分
▼時間 午前９時 分開始
▼場所 鹿苑子鹿公開会場
１
分程度
※日１回のみ
▼愛護協賛金 一般３００円
雨
※天決行 ・荒天中止
愛護会会員 同伴者１名まで
▼場所 春日大社境内 飛火
無料 ・高校生以下無料
野
小
※雨決行 ・荒天中止
「なつの鹿寄せ」はご予約不
感
※染拡大防止対策のため 要 ・参加無料です。
検温 ・マスク着用 ・入場制限 主催 :公社奈良市観光協会
等にご協力お願いします。
社
※会情勢により本イベント
社
※会情勢により本イベント は主催者の判断により中止に
は中止になる場合があります。 なる場合があります。
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もしれません。 そこでどのよ
うな調査があるのか列挙して
みます。
①奈良公園内の鹿の頭数や分
布状況
②鹿の移動や採食など群れの
生活方法
③鹿同士の意思疎通の仕方
④疾病や寄生虫などの罹患状
愛護会スタッフは、 毎年７月 況
の頭数調査、 そして毎月一度 ⑤鹿の体格などの栄養状況
のポイント調査 ｟奈良公園内 ⑥芝生の生育状況等の生息環
の鹿の分布状況調査｠では、 境
こうした格好で奈良公園内の といった内容がこれまで調査
鹿を観察、 調査しています。 されてきました。①②③の調
このような鹿の調査は、 これ 査は、 奈良公園における鹿の
まで愛護会ほか多くの研究者 直接観察になります。 愛護
によって行われてきました。 会で行っている頭数調査もこ
歴史を遡ると、 古くは大正 の種類に入ります。 必要に応
６ ｟１９１７｠年に現在の奈 じて写真や動画の撮影、 音声
良女子大学 ｟当時の奈良女子 の録音も行われます。
高等師範学校｠に勤めた桑野 また、 現在、 大学と共同で
久任氏が 「奈良の鹿」と題し 鹿の行動を調査するために発

1

▲頭数調査のようす

ほかにも車やバイクなどに 援活動で、 飲料ボタンで募
鹿苑公開しています
貼って、 鹿の交通事故防止
金や、 飲料の売り上げの一
鹿苑公開では奈良公園を訪
を呼びかける、 鹿の飛び出
部が保護活動に寄付されま
れる人びとに 「奈良のシカ」
し注意ステッカーや、 「奈良 す。 この度、 新たにライコラ
の保護への理解や関心を深め
のシカ」の角も販売していま ンド ・モトスタイル奈良様に
てもらうことを目的に、 保
す。 収益は全て「奈良のシカ」 設置いただきました。 設置
護された鹿たちや、 奈良のシ
保護に活用されます。 グッズ 希望の会社様がありましたら
カの生態 ・歴史、 鹿たちが
等は愛護会事務所 ・通信販 ご事務局まで一報ください。
抱える問題について展示公開
売で購入できますので、 ぜひ ツーリストシッ
プ
しています。
皆さまのお問い合わせお待ち
鹿マナーの普及！
▼時間
時～ 時
しております。
スポーツマンシップの観光版
▼休苑日 毎月曜日 ・角き
ツーリストシップの普及に取り
り行事期間 (月上旬 ・
)年
組む一社ＣＨＩＥ Ｎ
末年始 月 日～ 月 日
-Ｏ Ｗ
-Ａ
と共同で奈良公園の鹿マナー
についてのツーリストシップカ
ードを作成しました。 奈良県
ご寄付の御礼
内のホテルやカフェなどで配布
天然記念物 「奈良のシカ」 予定です。 設置いただけるお
保護のためにご支援いただい 店様がありましたら事務局ま
た皆様、 本当にありがとう でご一報お願いします。
ございます。
鹿苑では、 環境にやさしい アド近鉄様 ・奈良の鹿を見
取り組みとして、 鹿苑で保
守る会様 ・吉谷靴下様 ・新
護される鹿たちの糞を発酵さ 踏社様 ・奈良公園ゴミゼロプ
せ堆肥化した肥料 「しかっぴ」 ロジェクト様 ・岡村印刷工業
を作成しています。 しかっぴ 様 ・会員の皆様 ・一般寄付
は、 ５キロ１００円で販売し の皆様 ｟順不同｠
ています。 また、 家庭菜園 支援型自販機の設置
などでの大量のご購入につい
鹿の保護活動支援自販機は
ては販売方法など事前に事
飲料メーカー様と設置者様と
務局までお問い合わせくださ
の協働による鹿の保護への支
▶ツーリストシップカード
い。
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▲鹿苑公開 見学通路
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