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明科高等学校長峰山遠足 学習支援

活動報告 

 

明科高校 1 学年の遠足が今年も長峰山で

実施された｡2009 年から始まった遠足は、11

回目となる。高校からは総合的な探求の時

間として「里山の保全方法や手入れの重要

性、これまでの長峰山との関わり」などを

話してほしいとの依頼があり、5 月 13 日（月）

の事前授業、5 月 22 日（水）下見同行、5 月

31 日（金）の長峰山遠足での解説とスタン

プ押印など延べ16名が学習支援活動を行う

ことができた。 

 

 事前授業 

会員 3 名が出席。120 名の生徒に事前に配

布した冊子「里山とともに」と資料「ハイキ

ングのポイント」をもとに、概要を理事長

が担当。長峰山や地元の人たちとの関わり、

コースの見どころ等を生徒たちに頁を開か

せながら話した。次いで清水の棚田から矢

ノ沢分教場、山の神社までを会員が担当。

矢ノ沢分教場は 100 年を経た建物であるこ

と、山道を 6 ㎞歩いて田沢の本校へ通った

こと等を説明。次のポイント地点の天平自

然園では、地元の人たちが暮らしのために

燃料、食物等々自然を最大限に利用してき

たことを話した。蝶の森では理事長がチョ

ウの道を開けて森林整備をした結果、観察

できたチョウの種類が 16⇒85種になったこ

とを説明した。最後にまとめとして「人々

が里山の自然を巧みに利用しながら暮らし

てきたこと。それが豊かな自然を生み､生物

の多様性を育み、また豊かな文化を作って

きた。しかし失われていくことも多く、ど

う次世代につなげ実践していくか」と生徒

たちに問いかけながら話しを終えた。例年

になくおとなしく聞き入る生徒達であった。  

       

 下見同行  

 遠足当日のコース選定を検討するための

下見に同行して欲しい旨学校から依頼があ

り、今年は 3 名が同行した。午後 2 時に学

校前に集まり、車にて吐中から入り、清水

の光久寺、棚田、矢ノ沢分教場、山の神社、

天平自然園まで移動。天平自然園から林道

長峰線まで絆橋、堤平を歩き、蝶の森入口

を確認後、車で山頂へ移動。山頂から塔ノ

原城趾、パノラマコース看板まで倒木の確

認をしながら歩いて下った。下見はここで

終了の予定だったが、雲龍寺への山道も歩

いて下ることになった。学校林周辺はアカ

マツが伐採され、コナラが目立つ明るい林

になっていた。明科中学校駐車場より車に

て高校に戻ると 5 時を回った。道順の確認、

白線表示箇所、準備物などの確認ができ、

あとは当日の晴天を願うのみとなった。 

 

2019年 7月  第 207号 

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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遠足当日 

曇空で肌寒い陽気であったが、真夏を思

わせる数日前の天候より安堵した。9 時「き

より館」に 10 名が集合。打合せの後、それ

ぞれの持ち場に移動した。矢ノ沢分教場は

4 名が担当し、リーダーがここでの説明ポイ

ントを担当スタッフ全員で確認するなど気

合いが入っていた。学校でのスタートは予

定より遅れたようだが、10 時過ぎトップの

男子生徒数人が第 1 ポイントの矢ノ沢分教

場に到着。その後次々と到着した生徒達へ

担当の 3 人がそれぞれ集まった生徒の数や

反応を見ながら説明をした。特に生徒に問

いかける方式に生徒のみならず担当スタッ

フも引き込まれた。説明の後、生徒が持参

したカードにスタンプを押した。森倶楽部

２１担当のポイントでは会員が作った消し

ゴムハンコをそれぞれのポイントで保全活

動や里山の歴史、文化などの説明をした後

に１人ずつ押すことにしている。担当の先

生が熱中症予防の塩キャンデーを配り、そ

れを口に入れ生徒たちは張り切って上りの

道に進んでいった。 

天平自然園は 3 名で対応。人数調整をし

ながら、マツ枯れの現状、松くい虫のこと

などを説明したが、生徒達の関心は低かっ

た。スタンプを付いた後、生徒たちを丸太

の台に座らせて、地元で生まれ育った自身

の経験を交えて、昔の暮らしと今との違い

など話した。生徒たちの聞く姿勢は良く、

手応えを感じたが、担当者の説明力の向上

と天平自然園の保全活動を伝えることが、

次年度の課題となった。ここまで到達する

と座り込む生徒も多く、このポイントは一

休みと水分補給を考慮に入れた対応が必要

だ。 

蝶の森では 3 名が対応。先頭の生徒は 10

時 50 分に校長先生と一緒に到着。昨年の反

省に基づき、理事長が階段を上りきった草

原の入口で待ち伏せて、労をねぎらい、小

休止させてから 10～20名を順々に説明役へ

送り込んだ。絵本「はらぺこあおむし」を小

道具に使い蝶の森の保全活動へと話を展開。

生徒達は熱心に聞いていた。話を聞き終わ

った生徒は東屋へ移動。スタンプを押して

もらい山頂へと向かって行った。12 時 10 分

には全員が通過。1 時頃雨が落ちてきたが、

お弁当を食べ終えた後だったとのことで、

全員 2時 20 分には学校に到着したと学校よ

り連絡があった。 

生徒たちのアンケートは学校より未だ届

いていないが、長峰山へと至る道中で目に

映った里山はどんな印象であっただろう

か？この遠足を通して身近な里山を保全す

ることの大切さに気づき、保全する人に育

ってもらえたらと願う。 

                                

 

 

自然観察 in 長峰山 2019～染色編～ 
 6 月 16 日(日)『信州環境カレッジ』登録

講座第 2 回目は、草木染を行った。一般参

加者 10 名(うち児童 2 名)・会員 7 名が、人々

が手を入れることによって多様な動植物が

息づく里山の草原について学び、草原性の

植物（クララ）を活用して染色を行った。 

 染色は「染織りの会」代表の宮島通江さ

んを講師に、スタッフ 2 名と共にお招きし、

ご指導いただいた。里山の草原についての

学びは会員が担当した。 

 9 時より始めの会を天平の森キャンプ場

炊事場で行い、講師＆スタッフ紹介・参加

者自己紹介・スケジュール説明の後、参加

者は用意したヘルメットを被り天平自然園

へと向かった。自然園では草原の説明、虫

眼鏡を使っての花の観察の後、一人ひとり

渡された鎌でクララを刈り炊事場へ戻った。

会員は開始前より焚いていた U 字溝やロケ
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ットストーブの火を消さぬよう火の番をし、

いくつもの鍋でお湯を沸かした。 

 刈ったクララは押し切り鎌を使い数セン

チに刻み、ネットに入れ沸いたお湯で 3 回

各 30 分程煮出した。最初の煮出し液は濁る

ので廃棄し、2 番液と 3 番液を混ぜて染液

とした。 

 染める材料はバンダナサイズの白い木綿

布で、それぞれ 1 枚ずつ持ちぬるま湯の中

で糊を除くためによく濯ぎ、均一に染まる

よう U 字溝の火の上の鍋の中で沸き立った

染液に「せーの！」で投入した。その鍋の中

を混ぜ棒でやさしく攪拌し、時々空気にさ

らすという作業を火傷に注意しながら30分

程皆で代わる代わる行った。染液がもう 2

鍋出来たので、宮島さんが用意してくださ

った蛋白処理をしたバンダナ木綿布や、絹

布を同様に煮染めした。その後鍋を火から

下ろしそのまま冷めるまで待つことになっ

た。 

その間に会員がロケットストーブの説明

と点火の実演をした。興味津々で色々質問

をしていた方もおられた。 

昼も近くなり狐の嫁入りの空模様であっ

たが、円形広場でゆっくり昼食をとった。

雨で研修棟での昼食になるかと用意はして

おいたが、雨はパラパラで広場の椅子も濡

れておらず、青葉のもとでの食事であった。 

昼食後、染液が人肌に冷めたので布を取

り出し、さっと濯ぎ軽く絞って、用意した

媒染液に入れ攪拌し 30 分程つけ置き、水で

よく濯いだ後振って空気にさらし、ロープ

につるして乾かした。媒染液はミョウバン、

酢酸銅を使い宮島さんが作ってくださった。 

染布は、下処理をしたもの・しなかった

もの、媒染したもの・媒染液の種類、繊維の

種類で少しずつ染まり具合が違い干した様

子は壮観であった。 

布が乾く間に再度自然園に向かい、午前

中に見つけた植物を残すように注意深く鎌

で草刈りをした。 

草刈りの途中であったが、時間が来たの

で炊事場に戻り、まとめと終わりの会をし

た。 

講師の講評・参加者からの感想をいただい

た後、じゃんけんで順番を決め干してあっ

た好みの木綿布を 1 枚ずつ手にし、アンケ

ートに記入して解散となった。宮島さんか

ら、帰ってから少し干しておくと色がきれ

いになるとのアドバイスをいただいた。 

 参加者からは材料の調達から染色まで、

一連の作業を体験できてよかった。染め物

体験だけでなく、クララ採りと自然観察が

あってよかった。染めの体験も楽しかった

し、皆でお喋りしながらの作業も楽しかっ

た。染めて楽しいばかりでなく、更に自然

について色々なことを知り、とても楽しか

った。クララを染めたら黄色になると知っ

てびっくりした。草刈りも一生懸命やった

ので楽しかった。との感想をいただき、里

山の草原が維持されていることで観られる

植物のクララを刈り、刻み、煮出し、染色を

するという草木染めの一連の作業を楽しん

で行うことができた。これからも「草木染」

を里山の恵みを多くの人に広めていく手だ

ての一つとして、自分たちのものにして行

きたいと思った。 
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クララ染のながれ 
 

                    

クララ採取       クララのカット       クララの煮出 

                            (染液作り) 

                                  

                                                                                             

空気にさらす  煮 染  攪拌 

 

 

 

 

 

染液につけて冷ます 

 

 

                                   
 

 

媒染 
 

 

水洗い 
        

 

                               

 

                                                                                                 

すすぎ                         乾燥                                                                                                                                                  
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安全技術講習会報告 ～刈払機～ 

6 月 9 日（日）安全技術チームの年間活動

計画の一つとして、刈払機の安全作業につ

いて座学と実地講習が天平自然園で行われ

た。参加者は 10 名で皆さん真剣であった。 

 私にとっては初めての刈払い体験になっ

た。講師の会員から機械の取扱い方法や構

造、事故事例などを教えていただいた後、

実地として自然園の草刈りを行った。 

 草刈りを行う前に受けた講義は蜂への対

策からだった。蜂に刺される事例は多く、

過去に刺されたことがある人は、病院の抗

体検査をしたうえ、必要ならばエピペン（ア

ナフィラキシー補助治療剤・アドレナリン

自己注射薬）を処方してもらい携帯すると

いうのは驚きだった。刺された時には素早

く、エピペンを注射後、病院へ行くことが

重要になる。また、抗体検査にはスズメバ

チ、アシナガバチ、ミツバチの三種類があ

るとのことだ。 

 その後はチップソーの確認をした。歯こ

ぼれが３箇所を超えると回転が安定せずに

振動が強く伝わりわり、振動障害（白蝋病）

の誘発にもなり、とても疲れるので交換に

なるそうだ。また、切れなくなった歯は研

磨することは特殊な場合で、一般的なチッ

プソーであれば交換対象になる。 

 今まで刈払機の印象として、チェーンソ

ーに比べ事故が少ないと勝手に思い込んで

いたが、些細な事故は刈払機の方が多く、

木片・空き缶・小石などが飛ぶ、作業者や近

くの人へのキックバック、ヘッドに絡まっ

た草を取る際など、怪我をすることが多く、

これらの事故を防ぐために作業前に刈る場

所の確認、往復切りの禁止、作業範囲（半径

５ｍ以内）への侵入には特に気を付ける、

斜面では平行に刈り進む、草木がからまっ

た時は必ずエンジンを止めるなど基本事項

を忠実に守るなどであった。 

 実際の作業では草に隠れている切り株や

倒木によるキックバックなどに気を付けな

がら、快適な気温の中、楽しく作業できた。

もっと上手に草刈り機を扱えるようになれ

ばと思う。 

  

※蜂毒（アレルゲン）の抗体を持つと次に

刺された時、これが過剰に反応した場合、

意識障害や呼吸困難などの症状（アナフィ

ラキシー）を起こし死に至ることもありま

す。エピペンは医師の治療を受けるまでの

間、症状の進行を一時的に緩和し、ショッ

クを防ぐための補助治療剤（アドレナリン

自己注射薬）。

 

6月の活動から 
6 月 4 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～14:30 活動場所：蝶の森、堤平、植樹地 B 参加会員 7 人 

活動内容：蝶の森草原のカモガヤ退治、堤平の 3 月に

刈り取ったススキの燃やし、植樹地 B で林産物の採取と

ニセアカシア伐採 

蝶の森の草原の外来種のカモガヤが伸びてきたので

種子がこぼれる前にと除去を行った。なるべく抜き取

り、無理なものは刈り取り、林内の集積場所にビニール

シートで運び出した。かなり丁寧に取ったので、来年は

減るのではないかと期待している。ワラビは、昨年一昨

年と抜き取りを行ったので、かなり減ってきたが、今年

は植物調査担当の会員と相談し、植生にはたいして影響がないだろうということで、放置
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することにした。蝶の森は 11 時に終了した。堤平に移動し、刈り取って寝かせておいたス

スキの燃やしを 4 か所に分けて行った。風がなく、水も十分あったので、簡単に処理でき

た。その間、チョウ調査担当の会員が調査を行った。午後は全員で、植樹地 B でフキ採り

をしながら、樹木の周りの整理を行った。上部に繁茂してきたニセアカシアを大分除去し

たが、まだ残っている。植樹地のフキは大きくて柔らかそうで、里山のありがたさを感じ

た。 

 

 

6 月 23 日（日）【長峰山山頂草原 夏の草刈り】 

 9:00～12:00 活動場所：長峰山山頂草原 参加会員 10 人 

安曇野市都市計画課の主催で山頂草原の草刈りと刈

り草の搬出が行われた。天気に恵まれ、地元の宮中区、

草原利用 6 団体、安曇野市 3 課が集まり、夏の草刈りを

終えることができた。今年は三郷昆虫クラブ、田淵記念

館むしの会が新たに参加。子どもたちの網を振る姿を見

ながら良い汗を流すことができた。 

昨年に比べ草丈が低く、柔らかくて刈りやすかった。

展望棟の脇斜面も昨年に比べ、樹勢が弱くなり、片付け

量も少なくなった。 

ウツボグサが鮮やかな紫色に咲いて、草原性のチョウも久々に出現し、確実に作業の成

果が現れているのを実感した。 

 

 

6 月 30 日（日）【ミニスタードーム ワークショップ】 

9:00～12:30 活動場所：松南地区公民館 工作実習室 参加会員 7 人 

8 月 18 日の森林の里親促進事業「ミニスタードーム作

り」に向けての予行演習。 

事前に会員が実際に作ってみて、問題となりそうな点

を発見し、課題整理を行う目的で行った。 

清水地区の竹林伐採時の竹を使い、長さ 1ｍに切り、

幅約 2cm に割ったフレーム材を会員が用意した。 

2 人 1 組でドーム１個を作るために、まずフレームを

組み立てるときに使う 20cm の銅線をドーム 1 個あたり

20 本作った。そして各組 15 本のフレーム材を選び、2

種類の型紙にそって 2mm 径のドリルで穴を開けた（3 等

分 10 本、5 等分 5 本）。そのうちの各 5 本で組み立て図に従い銅線を使って星形を 2 個組

んだ。組み上がった 2 個の形の違った星形を一つに接合してベースに取り付ければ出来上

がるはずであった。竹と大格闘をして組み立てたが、どの組も時間内に完成できず、持ち

帰っての宿題となった。 

実際やってみていくつかの問題が見つかり、本番で時間内に完成させるには抜本的な対

策（特に、加工しやすい材料の確保）が必要であることがわかった。これから 1 ヶ月半の

間に対応を進める。 
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6 月 23 日(日) 13:00～14:30 

コース：天平の森駐車場～円形広場～D サイト～烏帽子峰入り口～水平道～ 

馬車道～絆橋～堤平～天平の森駐車場 

参加者：会員 5 名 

  7 月 7 日(日)に計画している森林の里親促進事業「里山生き物ウォッチング」 

の下見を兼ねて予定コースを辿ってみることにした。 

まず、天平の森駐車場でオオスズメバチに出くわしハチスプ

レーで仕留めたハチの観察から始まった。円形広場・D サイトへ

向かう間も興味深い物がたくさん！下見も兼ねているのであま

りこだわり過ぎないようお互いにタイムキーパーの役目をしな

がら、開花植物・実・葉・生きものなどを観察しながら歩いた。

絆橋を過ぎた時、雷が鳴り雲行きが怪しくなってきた。ぽつぽつ

と雨が落ちてきたので駆け足で堤平をぬけ、駐車場に着く頃には本降りになり、キャン

プ場の炊事場で、観察のまとめと「里山生き物ウォッチング」の打合せが済むころには

雨もあがった。 

いろいろなことが起こるものである。臨機応変に対処していく術を身に着けることを 

再認識した観察会であった。 

 

【今日のめだま】 

クヌギの幹を下っているウスタビガの幼虫は昨年 11 月末に見

つけた繭と同じ薄い黄緑色をしていた。卵で冬を越し、クヌギの

葉を食べて大きくなり繭を作りに降りて来たのだろうか？どこ

に繭を作るのだろう！ 

今度は羽化の時期に巡り合いたいものだ。11 月頃かな？ 

 

【確認した開花植物】 

(木本）ミヤマイボタ、イワガラミ、ウツギ、ガマズミ、クリ、コバノガマズミ、タンナ

サワフタギ、ハコネウツギ、マメガキ、ヤマボウシ、スイカズラ、ミヤマウグイスカグラ

(実)、カスミザクラ(実)、キブシ(実)、クワ(実）、ツノハシバミ(実)、ツリバナ(実)、ハナイ

カダ(実)、モミジイチゴ(実)、アワブキ  

(草本）アカツメクサ、アヤメ、サワギク、シロツメクサ、ニガナ、シロバナニガナ、ヒ

メジョオン、マムシグサ、ミヤコグサ、ヤマホタルブクロ、ヤマエンゴサク、ヘビイチゴ

(実） 

【確認した昆虫】ウスタビガ(幼虫)、ヤママユ（幼虫）、アゲハモドキ、イチモンジチョ

ウ、コミスジ、ミズイロオナガシジミ、モンキチョウ、オオスズメバチ 

【その他の生き物】ヒヨドリ、アカゲラ（声） 
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2019 年 7 月・8 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 

7 月 

2（火） 

 
蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

3（水） 編集会議 豊科交流学習センター 18:00～ 

4（木） 里山学校プロジェクト会議 安曇野市役所 16:00～ 

7（日） 森林の里親促進事業 天平の森駐車場 9:00～  

9（火） 
絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

安曇野市里山再生計画推進協議会 安曇野市役所 13:30～ 

10（水） 
松南地区夏の文化祭展示準備 松南地区公民館 10:00～ 

通信発送作業・例会 松南地区公民館 19:00～ 

14（日） 森林整備活動 天平の森駐車場 9:00～ 

16（火）  蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

19（金） さとぷろ。学校第 4 講準備 啼鳥山荘 9:30～ 

28（日） きより館活動・ミニ自然観察会 きより館 未定 

31（水） さとぷろ。学校第 4 講 啼鳥山荘 9:00～ 

8 月 

6（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

7（水） 通信発送作業・例会 三郷交流学習センター 19:00～ 

11（日） 森林整備活動 未定 未定  

18（日）  森林の里親促進事業 未定  未定 

20（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

25（日） 絆の森活動・ミニ自然観察会 天平の森駐車場 9:30～ 

28（水） さとぷろ。学校第 5 講 啼鳥山荘 9:00～ 

29（木 編集会議 豊科交流学習センター 18:00～ 

 

 

 
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 

 

■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 
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