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森林の里親促進事業について  
「森林の里親促進事業」をご存知です

か？長野県が行っている事業で、里親と

なる企業と里子となる森林を所有する集

落で里親契約を締結し、企業側は森林整

備の資金や労働力の提供、企業のＰＲ、

従業員の福利厚生のための森林活用を行

います。一方集落側は企業との交流やＰ

Ｒの場を提供しつつ森林整備を実施しま

す。この2者の仲立ちをするのが長野県で

す。これまで事業終了したものも含める

と129の契約締結があるそうです。 

森倶楽部２１がこの「森林の里親事業」

を締結した企業はコープながのさんが2

件目になります。1件目は7年前に長野朝

日放送（ａｂｎ）さんと交わした2年契約

でした。 

さて、5年前にコープながのさんと里親

契約を締結して以来、森倶楽部２１はい

くつかの催し物を企画してきました。「キ

ノコの駒打ち」「長峰山トレッキング」

「刃物砥ぎ講座」「ロケットストーブ製

作」。大人向けの催し物の裏番組として

子ども向けに「葉っぱスタンプ」や「万

華鏡づくり」「小枝を使ったクラフト」

なども行いました。また、「竹林整備」

「草刈り」は企画をしたけれど参加希望

者が少なく中止になりました。 

今年度の企画は「秋の七草と長峰山ト

レッキング」、「竹を使ってバウムクー

ヘンと万華鏡」の2本です。 

 

秋の七草と長峰山トレッキング 
9月23日（日）に行われた「秋の七草と

長峰山トレッキング」には6組13名に参加

いただきました。子ども連れの家族が主

ですが、中には受験勉強の息抜きにと母

親に連れられて来た高校3年生の男子生

徒もいました。秋の七草といえば萩・尾

花（おばな ススキのこと）・葛・撫子

（なでしこ）・女郎花（おみなえし）・

藤袴（ふじばかま）・桔梗（ききょう）

です。今回、これらを紹介にとどめ、会

員の作成した花弁の枚数と色で区分する

「花探しチェックカード」を使ってトレ

ッキング道中にある花を観察しました。

天平の森駐車場から長峰山山頂のコース

です。距離は１㎞足らずでしょうか。 

植物、チョウ、蝶の森での活動につい

て、それぞれ講師役の会員が説明を行い

ながらトレッキングは進みました。とて

も熱心に話を聞いてくれ、さらに質問も

よくしてくれる参加者たちで、そういう
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時は往々にしてトレッキングの列が長く

なってしまうものなのですが、今回もご

多分に漏れずそれぞれの興味でバラバラ

になりがちでした。そういう意味でもガ

イド役が3人いたのは対応しやすかった

ように思います。 

長峰山山頂では好天の中パラグライダ

ーが飛び立つ瞬間も見ることができ、皆

満足そうでした。 

「トレッキング」と銘打った割には歩

く距離が短く、歩くつもりで参加した人

には物足りなかったのではないかとの反

省が出されました。 

 

竹を使ってバウムクーヘンと万華鏡 
 

10月21日（日）の「竹を使ってバウム

クーヘンと万華鏡」には15家族48名の参

加がありました。場所は長峰山森林体験

交流センターの炊事場とキャンプサイト。

15家族を2つに分け、バウムクーヘンづく

りと万華鏡づくりを約１時間ずつ入れ替

える形にしました。 

バウムクーヘンは炊事場のU字溝を利

用し、3箇所に分かれて家族単位で焼いて

もらいました。 初の会で樹木の生長と

年輪の話を聞いてもらい、少なくとも10

年くらいの年輪を刻みましょうと始まっ

たバウムクーヘン作り。ところが、 初

のグループは50分、あとのグループは1

時間しか時間がなく、結果的には7年～8

年の年輪しか刻めませんでした。子ども

達は焼くのもですが、時間をかけて生地

の液をつけていくのが楽しいようでした。

焼き上がったバウムクーヘンは熱いうち

に竹の棒から取り外して出来上がりです。

今回は全員で感想を言い合いながら味見

をする時間的余裕がなく、企画側として

は、ただただ忙しく過ぎてしまいました

が、 後に参加者から美味しかったし楽

しかったという言葉が聞けて良かったで

す。 

万華鏡づくりに約１時間というのはか

なり余裕があるので、いつもはこちらで

準備してしまうノコギリによる竹の切断

も子どもたちに体験してもらうようにし

ました。もちろん、ノコギリは初めてと

いうお子さんもいるので、親御さんや森

倶楽部２１会員の補助つきです。 

万華鏡づくりのポイントは、竹と物入

れキャップとの接着と三面鏡の納め方で

す。説明役の会員はこれまでかなり場数

を踏んできているのですが、その説明で

も子どもたちの理解はまちまちで見てい

て愉快でした。 

万華鏡が出来上がって余裕があれば自

然観察をしながら万華鏡を使ってみよう

などとも考えていたのは大きなお世話と

ばかり、かなりの好天だったこともあっ

てか、子どもたちは嬉々としてあたりを

飛び回っていました。子どもたちにはこ

れがいいんだなと思いました。 

 

市民活動フェスタ 2018  

in 松本「ぼくらの学校」 
～市民がつどう（集う）市民かつどう（活動）～ 

 

市民活動フェスタ「ぼくらの学校」は、

松本市内の NPO・市民活動団体の発表・交

流のイベントとして、参加団体で組織する

実行委員会により毎年開催されています。

今年は 10 月 6 日（土）7 日（日）8 日（月・

祝）に松本市市民活動サポートセンターに
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て行われました。信州・松本そば祭りと同

時開催でした。 

 

 森倶楽部２１は 6 日のみの参加、活動の

写真パネル展示・葉っぱスタンプの名札作

りでした。2 人で朝から準備し、10 時の楽

団ケ・セラのオープニング演奏で始まりま

した。広いスペースとはいえませんが、い

ろいろな団体が活動を PR していました。約

300 人の入場者があったそうです。私達の

コーナーでは、約 30 人が名札を作っていか

れました。理事長も来場し「ぼくらの学校」

の雰囲気を味わっていました。疲れました

が、楽しい 1日でした。 

 

早くからパネルの飾り付け等がされてお

り、私は葉っぱのスタンプ用のインクを出

しただけで準備は完了しました。10時から、

楽団ケ・セラ（ＮＰＯケ・セラ）のコンサ

ートが始まり、会場は一気に華やかになり、

それぞれに少しばかりのハンディーを持ち

ながらも、とても明るく見事な演奏でした。

演奏するごとに演奏者と先生の笑顔が素晴

らしく、会場にいる観客も笑顔となり、ス

ペースが広くないのも功を奏して、一体感

がありアンコールも出て素晴らしいオープ

ニングでした。その後各ブースに見学者が

見えました。森倶楽部２１には直ぐに、子

供たちが来てくれて木のプレートに押す葉

っぱのスタンプを体験しました。葉脈にイ

ンクをつけて綺麗に出ると、首にかけて親

子で満足げでした。また会場が小さいこと

も幸いして、隣の出展ブースの方とのふれ

あいや活動内容のパネル説明もできてよか

ったです。 

さらに、出展ブースの数人から森倶楽部

２１が「森林レクリエーション地域美しの

森づくり活動コンクール」で協会会長賞を

受賞したことに対してお祝いの言葉と「や

はり地道にコツコツと・・がいいですね」

と言われましたので皆さんに伝えます。嬉

しかったです。 

 

安曇野環境フェア2018 出展報告 

安曇野環境フェア2018に出展した。今年

のテーマは「緑を守る それは何？」で、

来年開催が予定されるイベント「全国都市

緑化信州フェア」を意識したものと思われ

る。主催者側からも、木や緑に関連した内

容の提案、紹介が求められていた。まさに

森倶楽部２１が主役のようなテーマだった

が、残念ながら台風の影響か、異常な暑さ

のせいか、はたまた時期的に他のイベント

目白押しの為か、入場者は例年より少なめ

に感じた。ただし、今年も延べ12名（9名）

の会員の協力を得て、体験ブース参加者の

うれしそうな笑顔に接することができ2日

間無事に終えることができた。 

展示については、体験ブースに引っ切り

なしに来客があったため忙しく、充分な対

応ができなかったが、通常の活動紹介パネ

ルに加えて、今回は竹林整備のパネルも用

意し備えた。体験ブースでは、例年通りの
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葉っぱスタンプと竹筒万華鏡製作を行っ

た。万華鏡が約50個出たので葉っぱスタン

プと合わせて80～100名が訪れたと思われ

る。参加者の反応からは、自然の物を組み

合わせた体験により、日頃忘れていた身近

な自然に目を向ける機会が提供できたもの

と感じる。今回初めて環境活動の発表に参

加し、理事長がその役を任った。会場の一

番奥の隅のスペースであったので、聴衆は

一般の方は少なく、フェアの実行委員や市

職員、出展者などの関係者が多かったよう

だ。予定の12分間を少しオーバーして熱く

語り、森倶楽部２１の活動と里山再生の意

義が聴衆に伝わっていたと思う。 

振り返って、展示についてはパネルを

事業毎に区分してあったはずが、わかり

にくい内容で貼るのに苦労した。十分な

説明がないとうまく伝わらないような気

がする。もう一度写真の見直しと一つ一

つに短い説明書きが必要である。 

体験について、万華鏡作りは時間を決

めてやろうとしたが、参加者は五月雨的

に来るので、結局次々と連続的に対応す

ることになってしまった。葉っぱスタン

プは、万華鏡が子供にも大人にも人気の

ため幼児とお年寄りが多かった気がする

が、短時間で作製できるし場所も臨機応

変に対応でき万華鏡作りの順番待ちや作

製している人を待つ時間を利用して誰で

も楽しめるので二つを組み合わせるのは

いい企画だと感じた。また、スタッフが

少ないのでお客さんが集中する時はてん

やわんやで休む間もない状況であった。 

回を重ねるたびに、お馴染みの団体の

出展が減ってきて、寂しい気もしている

が、逆にこの機会にまたお会いできる

方々もいて情報交換もできるので、継続

的に参加することの意義も感じられた。 

 

長峰山 NEWS 

 
水平道わきのいまだ紅葉しきれていない樹々

の下に橙赤色の実の塊が立っているのを見つけ

ました。5センチくらいはあるでしょうか、マム

シグサの実です。花は地味なのに実はかなりの

インパクトで自己主張をしています。誰に対し

てでしょうか？有毒とのことなので誰がこの実

を食するのでしょうか・・・・？  

不思議なことばかりの植物の世界です。 

2018 年 10 月 28 日    

 

10月の活動から 
10 月 2 日（火）【蝶の森活動】 

9:30～14:30 活動場所：堤平植樹地 A 参加会員 4人 

植樹地 A でチョウの調査のために、下草を刈って落ち葉の中の蛹などを発見しやすくす

る目的も兼ね整備を行った。周りを囲んでいた野生動物防除ネットは植樹木の生長が著し

く、不要なので取り外した。今季 2 回目の作業で、下から半分強、エノキの範囲をほぼ刈

り取った。根回りは特にていねいに行った。ネットは、前回下の部分、今回右側の部分を

撤去した。植樹地に大きく枝を張りだしていたキリは、作業に支障となるので伐採した。

チョウに詳しい会員が、13 時前に出てきて、チョウのルートセンサスを行った。今日は台

風一過の晴天で、さわやかな一日だった。 

 

10 月 9 日（日）【絆の森活動】 

 9:00～14:00 活動場所：天平自然園 参加会員 10 人 

 秋晴れの清々しい天気の中、草原維持のための定期草刈りを行なった。刈払機組と手刈 
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り組に分かれ、多数の会員が参加したため天平自然園は

午前中に終了した。水田跡地は草丈が短く、刈る必要な

かった。安曇野市が天平自然園西側道沿いの枯れたアカ

マツ４本を近々伐るとのことで、今後明るくなるところ

は少し草原の様子が変化するかもしれない。 

午後は 2 人がチョウのルートセンサス。4 人が堤平の

2カ所のキノコ園で収穫を行った。シイタケ、クリタケ、

ナメコが多量に採れ、シイタケはトレッキング中の人や

キャンプに来ている方に声をかけて購入していただい

た。クリタケ、ナメコはこれからの活動で汁物にする予定なので冷凍することにした。 

 

10 月 16 日（火）【蝶の森活動】 

9:30～12:00 活動場所：蝶の森 参加会員 7人 

好天だが冷たい風の吹く中、蝶の森草原及び登山道入

口の草刈りを行った。アキノキリンソウはお花畑状態、

オミナエシの花は終わったがロゼット状の株も昨年よ

りかなり増えた。女性陣の刈払機 2 台を含め、4 台が稼

動したため能率が上がったが危険防止のため離れて作

業した。手刈り班も負けずに東屋付近のかなり広い面積

をカバーした。西側の新しく草原化した部分は切り株が

隠れていて刈払機が撥ねられるので注意が必要。作業中

ほとんどチョウの姿が見られなかったのでセンサスは

中止し、昨週で今季は終了とした。午前中で予定どおり作業が終了したので、午後はキノ

コ採取、21 日のイベント準備の竹切り、まき運びなど 3組に分かれて行った。 

 

10 月 28 日（日）【山頂草原、疎林化ゾーンの草刈りと搬出】 

 9:00～11:40 活動場所：長峰山山頂草原 参加会員 13 人 

9 時 30 分に山頂へ到着してみるとすでに宮中区、パラ

グライダーの方々は草刈りを終えて休憩中。森倶楽部２

１は後陣を務め、予定した場所の草刈りと搬出を終了す

ることができた。安曇野市都市計画課の職員と植物専門

家の藤田さんも加わってくださった御陰だ。来春の 4月

～5 月にかけて草丈の低い植物の調査に期待したいと藤

田さんから話があった。 

 反省点として、熊手、ブルーシートなど搬出時に使う

用具の準備不足が挙げられた。 

 まだ咲き残る花の姿を楽しみ、訪れる人の姿を観ながら、地区の方々からお茶やパンを

いただいて、連携の有り難さなど感じた活動であった。 

【ミニ自然観察会】 

13:00～14:30 活動場所：絆の森 参加会員 7人 

午前中の長峰山山頂草原草刈りに引き続いて定例のミニ自然観察会を実施した。コース

は天平の森→烏帽子峰→旧馬車道→絆橋→堤平。 後はキノコの生育状況を皆で確認し、

収穫を行った。烏帽子峰山頂および稜線は松枯れがかなり進行しているが、松枯れでない

アカマツの倒木が目立った。強風のせいか？そのため山頂の遊歩道は危険箇所があるため

通行止めとした方が良い。旧馬車道や自然園東側の遊歩道にも倒木があり、対策が必要で

ある。 
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月  日 行     事 集 合 場 所 時 間 

6（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（木） 安曇野市「さとぷろ。学校」会議 安曇野市役所 13:30～ 

9（金） 里山サロン 天平の森研修棟 10:00～ 

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） 矢ノ沢地区道路側溝ざらい きより館 未定 

11 月 

28（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」第 8講 安曇野市役所 9:00～ 

2（日） 矢ノ沢地区森林整備協議会役員作業 矢ノ沢公民館 10:00～ 

4（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

7（金） 蝶の森の本編集会議 松南地区公民館 19:00～ 

冬の大祓い 矢ノ沢山の神社 10:00～ 
8（土） 

望年会 長峰荘 18:00～ 

9（日） 森林整備活動 清水 光久寺 9:30～ 

12（水） 例会 
三郷交流学習ｾﾝﾀｰ

ゆりのき 
19:00～ 

12 月 

31（月） 『森に学ぶ』原稿締め切り     

            

森林の里親促進事業「竹を使ってバウムクーヘンと万華鏡」より 

 

 
 
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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