私たちは、里山の自然に触れ、その地域の
暮らしに学ぶ活動をしています。
長野県安曇野市の長峰山が主な活動場所です。
里山はたくさんの生きもののよりどころです。
たくさんの人と、この豊かな自然を分かち合い、
未来に引き継いでいくことが願いです！
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自然観察 in 長峰山 2018
～チョウ・植物編～（2018．9．2）

森倶楽部２１が毎年主催しているイベン
トで、一昨年までは植物・チョウ・野鳥と分
野別に行っていたが、昨年から植物とチョ
ウを併せた観察会を行っている。当初 7 月
8 日に予定していたのだが、台風 7 号や梅
雨前線の影響などで延期になり 9 月 2 日に
開催することとなった。この観察会を計画
していたところ、信州環境カレッジについ
て事業説明会があった。
「信州環境カレッジ」は長野県総合 5 カ年
計画の環境分野における具体的な一施策で、
県民、NPO、企業、大学、行政等 の 協 働 に
よる「学びの県づくり」を基本指針と
し て 、環 境 に 関 す る「 学 び 」を 拡 大 し 、
信州の美しく豊かな自然環境の保全や、
持続可能な社会を支える人づくりを進
めるということである。この事業に申
請 し 採 用 さ れ た た め 、 WEB サ イ ト に イ
ベント情報を掲載していただいた。こ
の事業には年 2 回以上の開催という条
件がある。
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観 察 会 当日は今にも雨が降りそうな天
気で少し肌寒く、カッパを着るなどしたが、
時間がたつにしたがい晴れ間が出るように
なった。参加者は一般の方が 11 名、会員が
11 名の計 22 名。講師は昨年に続き、森倶楽
部２１会員の 2 人が植物とチョウをそれぞ
れ担当して実施した。
天平の森駐車場に集合、始めの会の後に
オリジナルの「自然観察準備運動」で五感
を研ぎ澄ますアイスブレイクを行ってから
出発。
昨年は植物班・昆虫班に分かれたが、両
方に興味のある人が多くまた植物とチョウ
の関係性などを考慮し、今年は班分けを行
なわず、双方の講師の話が聞けるようなか
たちで行った。講師ほか 3 人が補虫網を持
ち、捕獲したチョウを観察しながら講師の
解説を聞いた。
この日の最初はメスグロヒョウモンで基

本的には曇りや雨の日は飛ばないので渋々
飛んでいるとのこと。逆にコミスジなどは
曇りの日を好んで飛ぶとのこと。また、チ
ョウの種類が一番の多いのは 9 月いっぱい
で、卵を産んで死んでしまうものと、越冬
するチョウは繁殖行動をするものが多いと
のことであった。その次はツユクサで、黄

色い花粉状のものは 3 段階になっていて、
付け根の黄色はニセの花粉、真ん中は少し
花粉もあるが、先端の黄色にはたくさんの
花粉がありこれが実働部隊であるとのこと。
続いてクズの花の中の黄色は虫を呼ぶハニ
－ガイドであるなど蝶の森階段にたどり着
く前から盛り上がった。
蝶の森では東屋で一休みし、目の前に咲
いているオミナエシを見ながら理事長から
蝶の森整備の概要について、植物担当の講
師から草原北側の天地返し後から手を加え
ていない場所について説明を聞いた。チョ
ウ担当の講師からは、遊歩道脇のクロウメ
モドキは日照と林の縁を好み、手入れが良
いほど生き残る木なので里山保全の良い指
標となることや、
「蝶の森にあるチョウの主
な食草」の資料を元に説明を受けた。
その後、長峰山山頂草原に移動。天気もか
なり回復して安曇平はきれいに見えていた。

また、草原の南側にはツルボが多く見ら
れる。ツルボの種子は何年も生き残ること
ができないので一度森林化した蝶の森には
なく、草刈りを続けてきた山頂にはたくさ
んあるとのことであった。
山頂草原を歩き回り植物やチョウを観察
した後、森倶楽部２１が疎林化エリアとし
て整備している場所にある東屋でまとめを
行い、参加者から信州環境カレッジアンケ
ートに協力いただいて 12 時で終了した。

草原は秋の花々が美しく咲き競いキアゲハ
が何頭も確認できた。キアゲハの食草はセ
リ類・ミツバなどだが、ここではあまり見
かけない。でも、このチョウは山登りをす
るチョウで、北アルプスなどでも普通に見
かけるとのこと、長峰山でも山頂草原では
よく見かけるチョウである。

参加者の感想にも見られるように、一般
の方と長峰山の里山の素晴らしさを共有す
ることができ、このような「学び」の場とし
ての観察会は、会員にとってもスキルアッ
プの良い機会になった。里山の豊かな自然
環境の保全に向けて、今後も地道に継続し
ていければと思う。

【アンケートでいただいた感想】
・チョウや生物の視点から行った森林整備
や草原保全を知り、森林の保全にもいろい
ろあると思った。人と自然が仲良く付き合
うのは大事なことだと思った。きれいな花
畑と素晴らしい景色、記憶に残る一時だっ
た。
・今まで気づかずにいたことを知ることが
でき良かった。大阪のゼフィルスの森の活
動を思い出し良かった。
・春草刈りに参加した場所でお花もチョウ
もいっぱい観ることができ感動した。
・素人なので何も知らず大変勉強になっ
た。
・ユウスゲがきれいだった。チョウのいる
草原はステキで感激した。
・人の手をかけないと自然は守れないと痛
感した。

9月の活動から
9 月 4 日（火）【蝶の森活動】
9:30～12:00 活動場所：蝶の森 参加会員 6 人
草原周囲の森の林床が茂ってきていることから、林床整備を行うことにした。草原拡張
部分（長峰山山頂に近いほう）100 ㎡ほどはチョウにとっての有用木を残しながら草刈りし
た。北側の森の整備も同様に 200 ㎡ほど行った。手ガマで刈り取り、森の周辺に棚積みし
て次回搬出することにし、チョウの道も草が繁茂しているので刈払機をかけた。
猛暑の夏だが、久しぶりに曇り空であった。当初から暑さを見込んで半日の計画だった
ので、12 時に終了した。
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9 月 9 日（日）【安全技術講習、夏の道路草刈り】
9:00～15:00 活動場所：きより館、山の神社付近 参加会員 11 人
今年 2 回目の安全講習はチェーンソーである。前回と
同じく森倶楽部２１会員の専門家が講師を担当した。
きより館前に簡易作業用テーブルを置き、木くず掃除
用エアーコンプレッサーを準備して始めた。講習はチェ
ーンソーを解体して構造の説明や作業前点検・保守など
全般にわたった。重要な注意事項として、チェンブレー
キをして始動すること、小型軽量の機械でも片手で使用
しないこと等があった。参加者は持参のチェーンソーを
初参加の会員は森倶楽部２１の備品を使って受講した。
最後に各自が目立てしたチェーンソーで丸太を切断し
て切れ具合を確認した。
午後は 7 月下旬に予定していて雨で中止になった矢ノ
沢地区年間行事「夏の道路草刈り」を行った。
矢ノ沢地区の方々は既に草刈りを終えられていたの
で、我々は山の神社から二十三夜塔付近の道路脇に伸び
た藪を中心に刈払機で刈り取り、片付けた。台風の後な
ので、藪にも道路にも枯れ枝等が散乱し少し手こずった
が何とか終了した。
9 月 11 日（火）【絆の森活動】
9:30～12:00 活動場所：天平自然園、蝶の森 参加会員６人
天平自然園の指標植物調査（開花茎数と位置）と蝶の
森の草原からチョウの道までの指標植物調査、および耕
起実験区の植生調査を実施。１週間前の台風の影響な
ど、水田跡地から堤平を歩いて状況確認し、植樹地のア
カマツ（松枯れではない）の倒木などを確認。シイタケ
の収穫も行った。

9 月 16 日（日）【森林整備活動】
9:00～14:00 活動場所：長峰山山頂～パノラマパーク
長峰山登山者の安全を確保するため森の小径
歩道の整備をおこなった。
毎年恒例の活動なので、遊歩道の草木の繁茂は
少なく、以前よりは楽に整備することができた。
参加人数も多く、刈払機と手ガマ、熊手での片付
けの分担が絶妙で効率が良かった。倒木が複数あ
り処理したが、掛かり木になっていて危険なもの
もあり進入禁止の処置をして、安曇野市にゆだね
ることにした。
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参加会員 11 人

9 月 18 日（火）【蝶の森活動】
9:30～12:00 活動場所：堤平、蝶の森、長峰山頂 参加会員 5 人
台風 21 号により中止となった植樹地 A の手入れを行っ
た。内部の草刈りを行いたかったがネットが邪魔になる
ためまずネット周辺の草刈りを行い、その後ネットの撤
去に着手した。網を固定するペグが簡単には抜けず、また
年数が経って木の根やツルも絡み中々の難作業となっ
た。植栽した樹木はかなり成長しており、特にエノキはオ
オムラサキが利用可能な大きさになっているので、今年
は落葉後に越冬幼虫の有無を調査してみたい。
気温が高めのため作業は午前中で終了し、午後は蝶の
森と山頂のルートセンサスを行った。長峰山頂周辺はタムラソウが満開で、それに集まる多
数のヒョウモン類は圧巻であった。
9 月 23 日（日）【森林の里親促進事業、ミニ自然観察会】
9:30～13:00 活動場所：天平の森～長峰山山頂、矢ノ沢地区の竹林、絆の森（烏帽子峰）
参加会員 11 人
森林の里親促進事業でコープながの「秋の七草と長峰
山トレッキング」をコープながのスタッフ 3 名のほか 6
組 13 人（子供 5 人）が参加し、天平の森から長峰山山頂
まで案内した。
森倶楽部２１会員作成の「花探しチェックカード」を資
料に、長峰山周辺で見られる草花やチョウの解説を随所
で行った。蝶の森の東屋では理事長が森倶楽部２１の活
動を紹介した。子どもも含めて耳を傾けてくれる参加者
が多く、気持ちのいい催しだった。
始めの会の後に「寄付金贈呈式」があった。
同時進行で、10 月開催予定の森林の里親促進事業で行
うバームクーヘン作りの予行演習を天平の森炊事場で行
った。5 年ぶりのバームクーヘン作りなので分量やかかる
時間、焼き加減など課題をクリアするための練習になっ
た。
午後は二手に分かれ、5 人は 10 月の安曇野環境フェア
およびコープながのの催し物に必要な万華鏡用の竹を伐
りだした。
女性陣はミニ観察会とパトロールをかねて、烏帽子峰から絆橋、堤平まで開花植物など
をチェックしながら歩いた。堤平のきのこ園でシイタケの収穫も行った。

長峰山 NEWS
秋の気配の第一歩はキノコでしょうか。
「雨後のタケノコ」ではなくシイタケをきのこ園で見つけまし
た。
秋雨のおかげでとても大きく成長していました。干しシイタケ
がいいのですが、このお天気では乾きそうもありません・・・。
諦めてこのまま切って冷凍保存し、これからの行事の時に振る
舞う「きのこ汁」に使うことにします。
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2018 年 10 月・11 月活動予定
※未定の活動は例会時に相談して決めます。
月

日

集

合 場

所

時

間

蝶の森活動

天平の森駐車場

9:30～

3（水）

長野県環境保全協会 20 周年記念交流会

ホテル国際 21

12:00～

ぼくらの学校

松本市サポートセンター

随時

安曇野環境フェア

堀金体育館

9:15～

〃

9:15～

7（日）

11 月

事

2（火）

6（土）

10 月

行

〃
矢ノ沢山の神社祭典

矢ノ沢山の神社

12:30～

9（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

10（水）

例会

三郷交流学習センターゆ
りのき

19:00～

14（日）

矢ノ沢地区森林整備協議会総会

矢ノ沢公民館

9:00～

15（月）

ホームタウン明科閉講式

明科中学校

15:00～

16（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

19（金）

長野県林業士養成講座

天平の森駐車場

9:30～

21（日）

森林の里親促進事業

天平の森駐車場

9:00～

28（日）

長峰山頂草原の草刈り、ミニ観察会

天平の森駐車場

9:00～

31（水）

安曇野市「さとぷろ。学校」第 7 講

啼鳥山荘

9:00～

6（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

11（日）

森林整備活動

清水 光久寺

9:30～

13（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

14（水）

例会

松南地区公民館

19:00～

17（土）

自然観察 in 長峰山 2018 野鳥

天平の森駐車場

9:00～

18（日）

観察会予備日

20（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

25（日）

道路落ち葉掃き、門松・しめ縄張

きより館

未定

28（水）

安曇野市「さとぷろ。学校」第 8 講

安曇野市役所

9:00～
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会員を募集しています！
見学や入会の申し込みは、
随時受け付け中です。
お気軽にお問い合わせください。
一緒によい汗ながしませんか？

◇会費 正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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