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自然観察 in長峰山 2018     

～野鳥編～（2018.11.17） 

里山再生の活動をしながら草原や森林の

保全活動を行っている森倶楽部２１の活動

を知ってもらうとともに、多様な自然が見

られる長峰山の魅力を多くの方に伝えたい

という思いで、数年前から一般の方々を対

象にチョウ、植物、野鳥の観察会を行って

きた。 

今年度は「信州環境カレッジ」に申請し

採用されたので、9 月 2 日のチョウ・植物編

に続き、2 回目の観察会である。講師には森

倶楽部２１が長峰山で活動を始めたころか

ら教えをいただいている信州野鳥の会前会

長の丸山隆さんに担当していただいた。 

当日は雨模様であるという週間予報が見

事に外れ、風もなく、日差しにも恵まれ野

鳥観察にはぴったりの日よりであった。野

鳥の観察会は昨年、一昨年と 2 年続けて雨

で中止になり、3 年ぶりの開催であった。外

部からの参加者は広報などのお知らせが効

をなしてか常連さんの他に新たな参加者も

あり、総勢 17 名というかつてない盛況ぶり

であった。 

9 時 30 分より天平の森研修棟ではじめの

会が開かれ、理事長の挨拶のあと、丸山講

師より事前のお話があった。今回のテーマ

は「森林と野鳥の関係」についてで、まず双

眼鏡の基本的な使い方の説明があった。窓

の外にはリスの姿が見られ、幸先良いスタ

ートとなった。野外観察は 10 時スタート。

コースは天平の森駐車場～蝶の森～長峰山

山頂～車道を通って堤平～水田跡地～天平

自然園、時間があれば烏帽子峰までという

予定であった。駐車場では野鳥の秋の食べ

物、実の色、貯食などの話があり、鳥が森の

木の発芽を促し、木も鳥に食べてもらう

様々な戦略をこらしているという解説があ

った。出発から話題豊富でなかなか前に進

まずタイムキーパーを務める会員から移動

を促される場面もあった。蝶の森入口では、

赤い萼の目立つクサギにヤマガラ、シジュ

ウカラ、近くにエナガ、コゲラの混群が観

察された。ヤマガラは地面に向かって飛び

降り貯食する様子、エナガは枝についた卵

などをつつく様子、振り返って枯れアカマ

ツではアカゲラが幹をつついて次第に上に

登っていく様子がはっきりと観察された。

木が枯れても土に還るまでに数百の生き物
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が利用するので安易に枯れ木を伐採しない

ようにとのことであった。 

蝶の森ではアカゲラの鳴き声を聞きなが

ら理事長より森倶楽部２１の活動の歴史の

話があり、長峰山山頂へと進んだ。直前の

蝶の森活動で遊歩道脇をきれいに草刈りし

たがこれは鳥のいない原因になるとのこと

であった。野鳥にとっては「Ｆ・Ｈユニッ

ト」が必要最低限な要素である。Ｆ：Food（食

べ物）、Ｈ：Hiding place（隠れ場所）で私達は

隠れる場所を奪ってしまったかもしれない

と思った。蝶にとって、植物にとって、野鳥

にとってそれぞれ必要な要素が相反するこ

とがあり、森の手入れの複雑さと難しさを

痛感した。山頂では素晴らしい風景を堪能

し、この時点ですでに野外観察終了予定の

11 時 30 分がせまり、参加者の了解を得て 30

分延長することになった。 

堤平は森の中にぽっかりあいた草地でイ

ネ科の植物の実を食べるホオジロの繁殖に

適し、水田跡地はこのエリアでは唯一の水

場、水浴びしたあとは野鳥にとって飛ぶ力

が弱まるので外敵に備え上に藪が必要であ

るとのことであった。自然園を通り、研修

棟に帰ってきたが駐車場から蝶の森入口付

近にたくさんいた野鳥は、その外のエリア

では数が少なかった。 

研修棟でのまとめでは野鳥の多い森はア

ルプス公園のように土地にあった木がパッ

チ状に分布しているところ。Ｆ・Ｈユニッ

ト、水場、藪、マント群落などがキーワード

になるのではないかと思った。今の時期は

野鳥数が多いかどうかの評価にはならない。

評価するには子育てをする時期が良いとい

うことで、来年は 5 月の末頃観察会を実施

しようということになった。本日の観察結

果は 10 種。最後に参加者の 1 人から参加し

た皆さんへ彼の同級生で若くして亡くなっ

た小説家北林一光さん著書「ファントム・

ピークス」の本をいただくというサプライ

ズがあった。 

 

 

 

11月の活動から 
11 月 11 日（日）【森林整備活動】 

 9:00～14:00 活動場所：明科清水地区光久寺 参加会員 5 人 

 清水地区から、光久寺周りの竹林の繁茂がすごいので、

整備したいとの相談があり、森倶楽部２１が清水地区と

共同で行うことになった。今日はその 1 回目で、安全祈

願とお祓いをして、作業を行った。清水地区からも 6 人

の参加が有り、お堂後ろ側の竹林とモミの大樹周りの管

竹の伐採整備をして、炭焼きを実施した。地区の人に、竹

林の整備の仕方、竹炭の処理の仕方を伝授しながらの作

業であった。 

 

11 月 13 日（火）【絆の森活動】 

9:30～14:20 活動場所：蝶の森・絆の森・堤平 参加会員 10 人 

蝶の森では二手に分かれての活動 一方は 10 月の活動で刈った刈り草の片付け。1 ヶ月

近くたっているので、乾いていいはずが、何度も雨に遭い思いがけず重かった。片付け方

は年々進化していて、今年は会員のアイデアによりブルーシートに紐をつけ肩掛けにして

持つ方法で、両手で持ち上げるより楽に運ぶことができた。もう一方は山頂草原に向かう
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遊歩道沿いの草刈り。歩道から 2m 近く刈り込み倒木も片付け見違えるほどきれいになっ

た。 

その後、天平自然園に移動。ここの刈り草は随分乾い

ていて、運び出すのが楽であった。昼近くなったので、

先発したキノコの収穫組を追いかけ堤平に集合し昼食

とした。 

午後は、植樹地 B のニセアカシアの繁茂が気になるの

で、伐採、片づけを行った。午前中の活動による疲労も

あるので、無理せずに 1 時間で作業は切り上げた。ニセ

アカシアのほかに、ヨウシュヤマゴボウ、ノイバラなど

の繁茂がすごかった。作業後は下から植樹木が見えるよ

うになった。 

植樹地の草刈りをするグループから分かれた 2 人は 10 月 28 日（日）のミニ観察会での

報告を受けて、烏帽子峰から天平自然園までの遊歩道を歩きアカマツの倒木の確認を行っ

た。 

 

11 月 20 日（火）【蝶の森活動】 

 9:00～14:30 活動場所：蝶の森・堤平 参加会員 6 人 

蝶の森の作業は前回で一段落となったため、今回は堤

平の植樹地 A の草刈り及び防除ネット撤去を行った。ネ

ットの撤去は前にも行っているので手馴れた筈だが、絡

みつくツルや木の根、中々抜けないペグとの格闘で、体

力を消耗する作業となった。それでも植樹地 A のネット

はこの日で撤去終了、植樹地 B は来年へ持ち越しとなっ

た。 

植樹地 A のクヌギ、エノキは太いもので直径 5cm を越

えるものもあり、特にエノキでは葉にオオムラサキの食痕が見られたものもあった が残

念ながら幼虫は発見できなかった。来春までに根元で越冬幼虫の調査が必要と思われる。

また堤平のススキは 7 月 22 日の刈り払いで随分スリムになったので、植生の変化も期待で

きるのではないかと感じた。蝶の森活動もこれで今年は終了となった。  

 

11 月 25 日（日）【きより館活動】 

9:00～14:30 活動場所：矢ノ沢地区内・きより館 参加会員 9 人 

作業は雨水桝、道路、側溝の掃除が主だが、今年は道

路の上に落ち葉が多く見られ、作業が大変なことが予想

された為、雨水桝の掃除は山の神社上方の大曲からニ十

三夜塔まで、道路・側溝の掃除は山の神社からニ十三夜

塔まで終わらせる事を目標に始めた。雨水桝はフォー

ク、ジョレンを使い、道路・側溝はクマデ、ホウキ、レ

ーキなどを使い掃除をし、集めた落ち葉は山際まで運ん

だ。大変であったが予定の作業は 11 時 30 分までに終了

した。昼食までの時間を使ってきより館の掃除と松飾り

の製作を行った。昼食は公民館で矢ノ沢常会 6 名の方と一緒にいただいた。豚汁・煮物等

を用意し、常会からは新米・新そばなどのふるまいをしていただいた。 

午後は 3 組に分かれて活動した。きより館組は掃除と松飾りの取り付けをし、新年を迎

える準備を行った。観察会組は定期で月 1 回行っている「ミニ観察会」に天平の森へ向か

い、もう 1 組は天平自然園から東に向かうネジキの小道の、ネジキに覆い被さるように倒

れているアカマツの処理を行った。 
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【ミニ自然観察会】 

13:00～14:30 活動場所：蝶の森～長峰山山頂往復 参加会員 2 人 

 安曇野市の広報を見て参加されたとのことで、女性 1

名の参加があった。今回は越冬するチョウの姿が観られ

るかと期待しつつ、蝶の森を通り長峰山頂までの整備と

自然の様相を観察しながら歩いた。 

 蝶の森ではトンボが数頭日だまりに舞っていた。葉が

落ちた木の枝先にウスタビガ、ヤママユ、クスサンの繭

がぶらさがっているのがよく見えた。山頂では、ヒメア

カタテハ 2 頭♂、♀が観られた。日差しに向かい翅を拡

げて暖を取っているようだった。帰りに蝶の森にてイヌ

ザンショウの切り詰め方を相談（参加者は庭師とのこと）。駐車場にもどってヤマガラを観

た。貯食に勤しんでいるのか？ 

 時間が延長してしまったが、作業中とは違いゆっくり自然を観ることができ、楽しい時

間を過ごすことができた。 

 

 

長峰山 NEWS 
 

ミニ観察会で、すっかり葉の落ちた蝶の森で、小枝

にぶら下がった薄い黄緑色の繭を見つけました。ウス

タビガの繭です。晩秋に羽化して卵を繭の表面に産み

付けるということですが、この繭にはありませんでし

た。 

卵が気になり再度蝶の

森まで足を運び探すとゴ

マ粒くらいの黒いものが

３・４個ついている繭をみつけました。これが卵でし

ょうか。 

卵で越冬し４～５月に卵からかえって幼虫となり、

６月中旬～下旬に繭、11 月ごろに羽化して蛾になると

のこと。そっとつまむと上の口は開きますが中は空っ

ぽ。下に小さな穴があるのは水抜きの穴だそうです。 

蛾はあまり好きではありませんが、こんなきれいな

繭をつくる幼虫や羽化の様子を見てみたいなと思った里山歩きでした。 

         11 月 30 日 
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2018 年 12 月・2019 年 1 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 行     事 集 合 場 所 時 間 

12月 

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～ 

3（月） 傷害保険更新 永田宅 14:00～ 

6（木） 里山学校 pj 会議 安曇野市役所 13:30～ 

7（金） 蝶の森の本編集会議 松南地区公民館 19:00～ 

8（土） 
矢ノ沢山の神社大祓 矢ノ沢山の神社 10:00～ 

望年会 長峰荘 18:00～ 

9（日） 森林整備活動 清水 光久寺 10:00～ 

15（土） 例会 三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき 13.30～ 

18（火） 安曇野市環境ネットワーク 安曇野市役所 15:00～ 

26（水） 安曇野市里山再生計画推進協議会 安曇野市役所 13:30～ 

31（月） 『森に学ぶ』原稿締め切り     

1月 

12（土） 例会 松南地区公民館 13:30～ 

13（日） 矢ノ沢三九郎 きより館 未定 

18（金） 蝶の森の本会議 松南地区公民館 19:00～ 

 未定 森林整備活動 清水 光久寺 未定 

23（水） 「さとぷろ。学校」PJ 会議 安曇野市役所 13:30～ 

26（土） 矢ノ沢地区森林整備協議会役員会 吉田屋 未定 
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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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