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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とはしていたものの、この降りではどうし
たものかと思ってしまうような状態でした
が、みなさん完全装備で集合され雨なんか
何のそのといった気概が感じられました。
始めの会は「天平の森」のご厚意で大広
間を利用させていただき、その間に雨雲も
吹き飛ばされ雨具は必要なくなりました。
始めの会のあと、寄付金贈呈式が行われ、
コープながの理事さんから森倶楽部２１理
事長に寄付金目録が手渡されました。
コープながのさんの催し物はたくさんの
参加者が集まるので感謝しています。森倶
楽部２１が単独で企画する催し物では集客
に苦労するからです。この日も 10 組 29 名
の方々に参加いただきました。
当日は子供向けにビンゴ用紙を用意しま
した。3×3 の周囲８マスには「イモムシ・

森林の里親促進事業 コープながの
長峰山生き物ウォッチング

森林の里親促進事業として里親であるコ
ープながのさんとのお付き合いは 6 年目に
なります。様々な催し物を企画してきまし
たが、楽しいこともあり失敗したこともあ
りの紆余曲折の 5 年間だったように思いま
す。そんな中、今年は 7 月に「長峰山生き
物ウォッチング」、8 月に「ミニスタードー
ムづくり」の 2 本の企画を立てました。今
回報告するのはその 1 本目、
「長峰山生き物
ウォッチング」です。
この企画は、森倶楽部２１の活動の特徴
の 1 つである「自然観察」を子供向けに提
供することが目的でした。身近な里山には
こんなに多くの生き物がいて、それらが人
との関りあいの中で生きていることを感じ
てもらえたらという思いからです。子供に
は必ず保護者が同伴するので、その方々に
森林の里親促進事業のことや長峰山の存在
を知って頂くことも意図されています。
7 月 7 日（日）当日の天候にはやきもきさ
せられました。予報は曇りだったのに、朝
会場に向かう道中はすっかり雨。少雨決行

ケムシ」
「変な形の葉っぱ」
「木の実」
「なき
ごえ」「トゲトゲしたもの」「どうぶつの残
したあと」「ちょうちょ」「咲いている花」
を、真ん中は「今日の大発見」のマスで、子
どもたちは歩きながら実際に見つけたもの
が該当する項目の欄にその生き物の名前な
どを書き入れていくようにしました。
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生き物ウォッチングは 3 班に分かれて行
い、虫に詳しい会員と植物に詳しい会員が
それぞれリーダーやサブブリーダーとして
入りました。
コースは始めの会を行った「天平の森」
から出発して、絆の森の烏帽子峰や天平自

「虫のお家壊したー」と叫ぶ男の子。お母
さんの逃げ腰な様子にはお構いなくシャク
トリムシを指に乗せて見せびらかしにいく
子。コースを回り終わって皆で集合した際
「今日の大発見」を披露してもらったので
すが、小さな女の子が大事そうに包んでい
た両手を開いて見せてくれたのが、何の変
哲もない小さな赤い葉だったり。普通に歩
けば 10 分程度しかかからないようなコース
をあちこち道草しながら 1 時間半近くかけ
て歩きました。終わってみると子供達のビ
ンゴ用紙にはたくさんの生き物の名前が書
きこまれていました。
催し物の終了後、知り合い同士で参加さ
れたのでしょうか、天平の森の芝生で数家
族一緒にお弁当を食べていました。家族で
過ごす時間の一端を森倶楽部２１が提供で
然園などを班ごとに観察して回るのですが、 きたことをうれしく思いました。
途中立ち寄らねばならない関門が烏帽子峰
も り
水平道の西入口近くです。ここで理事長か
＊森林の里親促進事業とは？
ら森倶楽部２１が行ってきた活動の一部を
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の間で里
紹介してもらいました。
親契約を締結し、企業側は森林整備の資金や
いつものことですが、今回のような子供
労働力の提供、企業のＰＲ、従業員の福利厚
をメインに据えた自然観察は、本当に楽し
生のための森林活用を行います。一方の集落
くてかわいい催し物になります。子供達が
側は企業との交流やＰＲの場を提供しつつ森
大人では気づかないものをどんどん見つけ、
林整備を実施します。この2者の仲立ちをす
我々では思いもつかない発想をしてくれる
るのが長野県です。これまで事業終了したも
からです。たとえば、リーダーがアワフキ
のも含めると130余の契約締結があるそう
です。
ムシの泡を崩して中にいる幼虫をみせると、

7月の活動から
7 月 2 日（火）【蝶の森活動】
9:30～15:00 活動場所：蝶の森、天平自然園 参加会員 8 人
例年より遅れていた蝶の森草原と周囲の草刈り、蝶の
森入口から長峰山山頂までの遊歩道の草刈りと片づけを
実施した。今年は雨不足のせいか、遅霜のせいか、スス
キの成長は遅く、実施が遅すぎたという感はなかった。
午後は天平自然園の草刈りを 1 時間ほど行った。
梅雨の中休みの貴重な日に、大勢が参加して、予定の
作業は完遂できた。女性の刈払機 2 台がすごく威力を発
揮した。
「蝶の森の本」の出版を担当してくださるオフィスエ
ム代表と絵本作家が蝶の森を見学に来られ、理事長が蝶の森から山頂草原を案内した。
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7 月 9 日（火）【絆の森活動】
9:30～12:00 活動場所：絆の森（天平自然園・水田跡地）
天平自然園は既に 6 月 9 日刈払機講習時、6 月 16 日自
然観察 in 長峰山染色編時、7 月 2 日蝶の森活動で草刈り
をしたが少し刈り残しがあり、1 時間ほどかけて草刈り
を終了した。その後水田跡地に移動し、東西斜面上の刈
払いを行った。例年水田跡地だけは手鎌で行っているの
だが、草丈は 30cm ほどで、まばらに見られる程度だった
ので、今年は草刈りを行わなかった。

参加会員 4 人

7 月 21 日（日）【森林整備活動】
9:00～14:00 活動場所：堤平植樹地 B 参加会員 3 人
植樹した木が成長し下草にも負けないようになってきたが、植樹地に繁茂するニセアカ
シアをはじめ植樹木以外の木を除伐し、チョウの食草であるエノキやコナラなどがより育
つようにして、蝶の森の形成を目指す目的で整備を行ってきた。すでに植樹地 A では、今
年オオムラサキの幼虫が見つかっている。
予定していた植樹地 B 内の林床は、ニセアカシア、イチゴ類、バラ類、クサギ、ヨウシ
ュヤマゴボウの繁茂がすごかったが、ほぼ整備することができた。植樹地下側（北側）、
ネットの外は雑木の繁茂がすごく、刈払機+手ガマ+手ノコでの共同作業でやっと効果が出
る状況だった。あとわずかに残ったが、体力の関係で切り上げることにした。
雨で、延びていた作業がやっと実施できたが人数が少ないので、植樹地 A には手が回ら
なかった。歳を考え無理はしないことにして、午後は 1 時間で作業を切り上げた。植樹地
B のウダイカンバにオオムラサキが何頭も来ていた。植樹地でチョウが乱舞する森も夢で
はなさそうだ。

7 月 28 日（日）【きより館活動】
8:00～12:45 活動場所：矢ノ沢地区山の神社付近から二十三夜塔までときより館
参加会員 12 人
矢ノ沢地区の夏の道路草刈りに参加した。森倶楽部２
１は山の神社付近から二十三夜塔までの道路、きより館
前の土手の草刈りと片付けを担当した。
午前 8 時にきより館前に集合し、刈払機により草刈
り、刈り草の片付け、昼の食事準備の担当者を決め作業
を始めた。
今年の梅雨は雨が多かったため草木が伸びて草刈りは
大変であった。道路脇から刈払機の届く範囲の草木、車
の通行に邪魔になる草木を刈払い、刈払った草木はクマ
デなどを使い集めブルーシートに載せ道路脇の車の通行に邪魔にならない場所まで運ん
だ。
きより館前の土手は作業面積が広いうえに急な傾斜のため作業は危険である。刈払機の操
作に熟練の会員 2 人が担当し、無事刈払った。
午前 11 時 30 分までに予定の作業が終了した。その後矢ノ沢地区公民館で矢ノ沢常会の
皆さんと一緒に昼食のお弁当をいただいた。
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ミニ自然観察会報告
7 月 28 日（日） 13：00～14：20
コース：天平の森駐車場～蝶の森 往復
参加者：会員 4 名
嵐(台風 6 号)の前の静けさとでも言おうか、暑いけど穏
やかな天気。初下ろしの「自然観察会をやっています！」
と記した幟旗を担いでの観察会となった。
開花植物の数は多くはなかったが、チョウを含む昆虫
たちは多く見られた。東屋近くで、長峰山の写真を撮って
いるという男性に「何か面白いものいますか」と声を掛け
られ、「そこにヒョウモンのつがい
がいますよ。観察会をしているので
すが・・・」とお誘いしたのだが、
残念ながら仲間に入っていただけ
ず山頂に向かわれた。その後、捕虫
網を持って駆け上って来た子供達
は東京目黒区の公園で活動している仲間たちで蝶の森の中を元気
に駆け回っていた。
「チョウよりカブトムシがいいの。」という女の子に「見つかるとい
いね。」と別れた。
天平の森駐車場近くの道路上に羽化したばかりと思われるエゾゼミがウロウロしてい
たので、草むらに移してやった。と思うと紙のようなものが熱い道路にペタンと張り付
いていた。何だろう？
【今日のめだま】としよう。
何度も草むらに追いやったが路上が好きらしく戻
ってきた。蛾である。名前はシロシタバ。10 ㎝くらい
の大型で、日本に 1000 種位いるヤガ科の中のカトカラ
という仲間で 30 種弱がいるとのこと。ウワミズザク
ラやイヌザクラを食草とし、蛾のゼフィルス ＊とも言
われているそうである。やっと道路脇まで追いやっ
て、車に引かれないよう願った。
＊ゼフィルス：ミドリシジミを中心としたグループのチョウ

【確認した開花植物】
（木本）イヌザンショウ、マルバハギ
（草本）ウツボグサ、オカトラノオ、オミナエシ、カラマツソウ、カワラナデシコ、コ
ウゾリナ、シラヤマギク、ノアザミ、ヒメジョオン、ヒヨドリバナ、ヤマニガナ、ユウ
ガギク
【確認したチョウ】
コミスジ、ジャノメチョウ、メスグロヒョウモン（雌雄）、ミヤマカラスアゲハ、
スジグロシロチョウ
【確認したその他の生きもの】
シロシタバ、ミノムシ、ハナカミキリ、エゾゼミ、マメコガネ、フキバッタ
ミニ観察会は 1 時間ですが、何かを見つけては調べたり教えてもらったり 楽しい時間です
長峰山での昼食の後、一緒に歩いてみませんか！！！
毎月第 4 日曜日 13：00 から 天平の森入り口駐車場集合 幟旗が目印
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2019 年 8 月・9 月活動予定
※未定の活動は例会時に相談して決めます。

月

8月

日

事

集

合

場

所

時

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～

9（金）

夏の文化祭展示片付け

松南地区公民館

13:30～

11（日）

森林整備活動

天平の森駐車場

9:00～

18（日）

森林の里親促進事業

天平の森研修棟

9:00～

20（火）

蝶の森駐車場

9:30～

清水地区公民館

10:30～

25（日）

蝶の森活動
清水地区里山整備利用推進協
議会
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）

「蝶の森の本」編集会議
自然観察 in 長峰山～チョウ・
植物編～
蝶の森活動

豊科交流学習センター

18:00～

天平の森駐車場

8:30～

蝶の森駐車場

9:30～

安曇野市役所

8:30～

きより館

9:00～

10（火）

さとぷろ。学校番外編
安全技術講習（チェーンソ
ー）
絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

11（水）

通信発送作業・例会

松南地区公民館

19:00～

15（日）

自然観察 in 長峰山 予備日

17（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

22（日）

絆の森活動・ミニ自然観察会

天平の森駐車場

9:30～

25（水）

さとぷろ。学校第 6 講

啼鳥山荘

9:00～

24（土）

1（日）
3（火）
7（土）
8（日）
9月

行

間

■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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