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！

2019 年 1 月
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ちになっているように見受けられました。
我々も矢ノ沢のきより館に行くときに、そ
の横の道を通るのですが、周りの竹林が薬
師堂に接近してきているのを見て気になっ
ていました。

清水地区光久寺周辺の
竹林施業について
2018 年の 10 月から森倶楽部２１森林整
備活動で明科清水地区光久寺裏山の竹林整
備を始めました。本格的に竹林整備をする
のは、ここが 4 箇所目になります。
これまで、矢ノ沢地区の竹林の整備をし
てきましたが、今回は清水地区の光久寺周
辺を整備する事になった経緯を簡単にまと

めておきます。
清水地区の光久寺は、正式名清水山光久
寺（せいすいざんこうきゅうじ）と言い創
建 807 年とも伝えられている古寺です。本
尊の薬師如来像の両隣に文保元年（1317 年）
造立の日光・月光菩薩が、端正な面立ちで
脇侍として固めています。
薬師堂は 1690 年建立という地方寺院とし
ては数少ない 17 世紀の建造例として貴重な
ものです。境内には、旧明科町選定保存木
のモミの大木や見事な花を咲かせる枝垂桜
があり、薬師堂に風格を添えています。
この様な貴重な文化遺産は、地区の人達
のご尽力により大切に守られてきました。
昨今は、お堂周りの森林の手入れも遅れが
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清水地区に移住された若い方が森倶楽部
２１に入会され、
「地区の人達が、この竹林
を何とかしたいと考えているが、森倶楽部
２１で一緒にやってもらえませんか」とい
う相談がありました。
ちょうど、矢ノ沢の竹林整備に区切りが
ついた頃でしたので、この秋からの活動場
所として検討することになりました。
夏の終わり頃、光久寺の境内に、常会長
をはじめ清水地区の若い関係者と森倶楽部
２１から理事長と私が出向き、現場を見て
打合せをし、11 月から翌年の 3 月まで月 1
回の整備活動を共に行うことに決定しまし
た。
清水地区は、若い人が I ターンや、里山を
求めての移住などで住民が少しずつ増えて
きており、地元の里山や、お寺など文化遺
産を守りたいという気概が感じられて、何
とかお役に立てればという思いで引き受け
たのでした。

竹林の状況は、竹林というよりは竹藪と
いう状態で、倒れた竹が多く、それが絡み

しきれいになりました。竹炭は、地区の人
が、畑などに活用していくとのことです。
清水地区の人達は、これまでも竹林の整
備を手掛けてこられたようで、伐採、搬出
は手慣れた様子で、なんといっても若くて
パワーがあるので、思ったよりもはかどり
ました。午後 2 時過ぎに終わって、作業跡
を眺めながら、お茶を呼ばれて帰りました。
12 月 9 日(日)に 2 回目の活動が行われ、
地区からは、若い人たちのほかにも、60 代、
70 代の人たちが 3・4 人参加されて、すごく
活況な活動でした。
今後、1・2・3 月に 1 回ずつの活動を計画
しています。お堂の周辺の竹藪を見た目に
すっきりした竹林に仕上げられればと思っ
ています。
清水地区は今後、
「里山整備利用推進協議
会」を立ち上げる予定で、森倶楽部２１も
その一員になることで、協力していくこと
になります。

合って整備にはかなり手間がかかると予想
されました。
11 月 11 日(日)に 1 回目の活動を行いまし
た。清水地区から 6 名、森倶楽部２１から
5 名で、竹の伐採、搬出、枝はらい、無煙炭
化器での竹炭作りを行い、薬師堂周辺が少
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12月の活動から
12 月 11 日（日）【望年会】
18:00～21:00 場所：長峰荘 参加会員 15 人
理事長の「今年も無事に終了したことに感謝しましょう」という挨拶で開始し、３０１
０運動にならい最初はお料理を楽しみ、ふんだんに差し入れされたお酒類や漬物などおい
しく賞味しながら賑やかな宴会になりました。その後、2018 年活動模様を投影しながら、
その時々の参加者が、活動に参加できなかった人達にも良く分かるように楽しいコメント
を加え、1 年を振り返りました。
後半は、新幹事発案の「ジェスチャー」を 2 チームに分かれて競い合いました。お題は
「カマ」「ナタ」など簡単なものから「スギ」「遊歩道」など難解なものまで多種多様で笑
いを誘いながら会場は大いに盛り上がりました。
望年会は長峰荘で長い間開催してきましたが、平成 31 年 3 月で、
閉鎖ということなので、
寂しさを感じると共に来年の会場探しに頭を痛めることになりそうです。
※３０１０運動とは、宴会開始 30 分と終了前 10 分は席に着き、食品ロスのため残さず食
べようという松本市から始まった運動です。
12 月 12 日（日）【森林整備活動】
10:00～14:30 活動場所：明科清水地区光久寺 参加会員 7 人
清水地区竹林整備活動。清水地区の方々が若い人も含め 8 人も参加され、森倶楽部２１
会員と合わせて 15 人で、仕事がはかどりました。伐採してあった竹もかなり片付き、竹炭
作りも 3 回行うことができました。
しかし、残っている竹林は、竹林というよりは竹藪の状態で、まだまだかなり手を入れな
ければ片づかない状態です。

長峰山 NEWS
朝からの青空に誘われて長峰山へ行ってきました。
松本で気温がマイナス 5 度以下に下がりましたので
長峰山はもっと寒かったと思います。
蝶の森への道には枯葉の下にも霜柱が立っていて
油断し滑って転びそうになりました。
蝶の森は静かな「冬の森」で、森の縁にあるガマズ
ミに日が当たって真っ赤な宝石のような輝きを放っ
ていました。鳥たちは後でついばもうと残してあるのでしょうか？美味しそうなの
でつい摘まんで口にしました。甘酸っぱく昔懐かしい味がし、汁が手を赤くしまし
た。小学校の帰り道、ガマズミが霜にあたり熟す時を待って食べた思い出が蘇りま
した。鳥の食べ物ということなど全く考えなかったと思います。種はプーっと吐き
出しましたから、ガマズミにとっての鳥の役目もしたかもしれません。とはいえ今
回は、鳥たちに残してひとつまみだけにしました。
所々滑る道に気を付けて長峰山山頂まで行くと、林
道が通行止めになっているにもかかわらず何人もの
方達が雪のアルプスを眺めていました。長峰荘からの
直登だったり光城山を廻ってきたり、とのことでした。
山の空気を胸いっぱいに吸い込んで、慌ただしい暮
れの生活に向かう鋭気をもらい帰路に就きました。
12 月 25 日
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2019 年 1 月･2 月･3 月活動予定
※未定の活動は例会時に相談して決めます。
月

1月

2月

3月

日

行

事

集

合

場

所

時

12（土）

例会

松南地区公民館

14:00～

13（日）

矢ノ沢三九郎

きより館

9:00～

18（金）

蝶の森の本会議

松南地区公民館会議室２

19:00～

20（日）

清水地区森林整備協議会

清水地区公民館

10:00～

23（水）

NPO 会計・税務セミナー

安曇野建設事務所

10:00～

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

18：00～

27（日）

森林整備活動

清水

9:30～

9（土）

きずなフォーラム

塩尻市総合文化センター

13:00～

10（日）

森林整備活動

清水

9:30～

16（土）

例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

14:00～

4（月）

「森に学ぶ」印刷

庄内地区公民館

未定

10（日）

森林整備活動

清水

9:30～

13（水）

例会

松南地区公民館

19:30～

15（金）

公民館利用説明会

松南地区公民館

14:00～

19（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

24（日）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

12 月の活動

光久寺

光久寺

光久寺

間

望年会から

※2 月の通信森倶部２１はお休みします。３月号をお楽しみに！
■編集者
特定非営利活動法人
森倶楽部２１ 通信チーム
■発行人 理事長 永田 千惠子
■発行所 〒399-0033
長野県松本市笹賀 2497－3
■TEL&FAX 0263-58-0360
■メール mori21@yumedia.jp
■URL
http://mori21.com/
■
https://www.facebook.com/morikurabu21

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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