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森林の里親促進事業 コープながの  

ミニスタードームづくりワークショップ 
 
夏休み最後の日曜となった 8月 18 日、コ

ープながのとの共同企画で「ミニスタード

ームづくりワークショップを開催した。 

【実施概要】 

日 時 8 月 18 日（日）10:00～12:00 

（９:00 準備開始）、晴れ 

場 所 天平の森研修棟 

参加者 6 家族 19 名（大人 10 名・子ども 

9名）、コープながのスタッフ 3名、

会員 7 名 

【ミニスタードームを作ろうと思った経

緯】 

竹林整備で大量に出てくる竹材をどうに

か活用できないかという問題意識、作るの

がとても楽しいという製作の喜びの観点、

そして出来上がったものがイベントの時な

どに活用できそうという期待、それらのこ

とからいつかスタードームを作りたいと思

っていた。本物のスタードームは材料の長

さが 20m、出来上がりのドームの直径は 6m

強、人が何人か入れる大きさ。その大きさ

ゆえに制作機会を作らずに過ごしてきたと

ころに、コープながの事業で何をやるか相

談する中で、林産物を使った工作という路

線で何かないかとの話が出た。では本物を

作る前にミニスタードームはどうだろうと

思いついた。この大きさなら、場所も取ら

ずに簡単に作れるであろうし、何よりも会

員にスタードームを知ってもらう機会にな

ると考えた。 

【本番に向けての準備】 

今までに大きさの異なるスタードームを

5 つほど作ってきた経験からは、簡単に作

れるものという認識ではあったが、その一

方でいきなり本番の自信もなく、会員を対

象に 6月 30 日に予行演習を行った。予行演

習は大失敗だったが（一つも完成できなか

った）、見方を変えると本番に向けての課題

が明確になり、ある意味大成功だったとも

言える。①材料を薄く加工し曲げやすくす

る、②竹材を縛る針金をもう少し剛性のあ

るものにする（穴に針金を通しやすくする）、

③竹材の組み方をわかりやすく説明する工

夫を考える、この 3 点が重要課題とわかっ

た。さらに竹材へ穴開けも事前に行うこと

とし、本番の限られた時間の中で必ず完成

させられるようにした。必ず完成できると

自信がつくまで何回も組み立てを繰り返し

たのは言うまでもない。 
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【当日の様子】 

予行演習に参加した会員は、本番では運

営スタッフとしてワークショップ参加者の

作業を手伝う意識を持って参加していた。

どのような作業が必要か、何が勘どころか

わかっている会員のおかげで、当日はスム

ーズに作業が進んだ。スタードームは 1 人

でも組み立てられるが、複数の人で力を合

わせるとぐっと作業が楽になる。参加 6 家

族どこもがサポートの会員とともに、和気

あいあいと協力して作っている姿が印象的

であった。予定した時間で 6 家族全員が完

成させ、終わりの会では次のような感想を

聞くことができた。 

「とても楽しくて、夢中になった」、「和

紙を張って飾りつけてみたい」、「別の素材

を使ったミニスタードーム作りにチャレン

ジします」、「完成してすごくうれしかった」 

【これからの課題・方向性】    

コープながの事業（工作教室）としては

成功だったと言えそうだ。しかしこれは、

事前の準備を念入りに行ったからであろう。

工作教室ではあるもののほぼ完成に近いと

ころまで材料を用意したからこそできた。

厳しい見方をすれば工作教室とは名ばかり

と言えなくもないと考えているが、いや、

これで十分だという考え方もあろう。この

あたりの感覚は人によっても大きく異なり

そうなので、あらためて話し合ってみたい

と思う。 

いったんは、今回の準備状況や手順など

を記録し、ミニスタードーム作りの手引き

として残すことが必要である。さらには、

伐採したままの竹からスタードームを完成

させるまでひとりでできる会員を増やし、

どのような手順と方法で行うのがよいのか

検討できる状況を作りたい。 

まずは手始めに、6 月に行った予行演習

と同内容のものをもう一回行って、きちん

と完成させる経験を会員が持つところから

取り組みたい。 

今回は、竹材を組んでミニスタードーム

を完成させるという作る喜びに主眼をおい

た。さらにはもう一歩進めて、ミニスター

ドームをどのように使うか、そこに頭を使

い、具体的な事例を用意すれば、森倶楽部

２１のオリジナルコンテンツが一つ誕生す

るだろう。 

 

 

 

 

【運営スタッフとして参加して】

 
森倶楽部２１にとって竹を用いたミニス

タードーム作りは初めてであった。6 月 30

日に予行演習をした時は竹を編むように組

み立てることが難しく、またせっかく組み

立てても跳ね上がってばらばらになってし

まったり、円形に曲げるのが難しかったり

で、どの班も完成までこぎ着けなかった。

宿題として家に持ち帰ったが、おおいに焦

った。何とかしなくてはと竹を薄く削って

みたりしてやっと完成し、補助員になれる

かなという気持ちになれた。イベントの当

日は林産物活用チームの周到な準備もあり

6 班に 1 名ずつ補助がついたが、全てのチ

ームがスムーズに時間内に予定の所まで完

成できた。私が担当した班は、ご主人が年

少さん達の面倒を見ており、奥様と小学生

の女の子が果敢に組み立てに挑戦していた。

私はほんの少しお手伝いしただけであった。

他の班も母と子、父と母と子ども達、一人

で参加した人などが会員の少しの補助で見

事に完成させていた。子ども向けの別のメ

ニューは用意しておらず、作業に参加しな

い幼児もいたが特に問題は生じなかった。

参加者は夏休みの半日を工作で大いに楽し

んだようである。また森倶楽部２１の収穫

としてもイベントの駒をひとつ増やすこと

が出来たと思う。 
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8月の活動から 
8 月 6 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～14:00 活動場所：蝶の森、堤平植樹地 A 参加会員：6人 

蝶の森の活動日で、草原の刈り草の搬出のみを計画していたが、参加者が多かったので、

刈り草の搬出と植樹地整備の二手に分かれての活動とな

った。 

3 名は刈り草の搬出を担当。蝶の森の 7 月 2 日に刈り

払った草は一ヶ月経ち下側は腐り始め動かせないので、

上の乾いた草のみ搬出した。天平自然園の刈り草も同様

で、運び出せる範囲で行った。 

一方堤平担当 3 名は、植樹地 A の林床とその下側の道

路、斜面を刈払機で刈り払った。 

酷暑の中、無理をせずに休み休み行い、植樹地の一部

は残ったが、次の機会に行うことにして、午後は 1 時間で切り上げた。植樹地は、A の林

床が 1/3 と B のネットの撤去作業が残っている。秋に多くの人数で、一挙にやってしまい

たいと考えている。 

 

 

 

8 月 11 日（日）【森林整備活動】 

 9:00～12:00 活動場所：堤平植樹地 A・B 参加会員：4人 

8 月 6 日に引き続き植樹地 A の上部の草刈りと植樹木

生え際の草刈りを行った。この場所の植樹木はクヌギと

エノキで、大きな木は樹高が 5ｍ以上のものもあり、今

年の 3 月にはエノキの根元でオオムラサキの幼虫を確認

している。根元をきれいにしておくことで、今後もっと

たくさんの幼虫が見つかることを期待したい。 

 休息後堤平の小屋周りとススキの刈り払いを行った。 

 

 

 

8 月 25 日（日）【絆の森活動】 

 8:00～12:00 活動場所：絆の森水田跡地 参加会員：6人 

昨年8月に吉田利男氏を講師に数年ぶりに行った水辺

ビオトープの活動の結果、今後も毎年水田跡地池の水生

生物観察と泥堀りを継続して池を維持していくことと

なった。主に人為的に作った池の泥掘りである。 

昨年ひょうたん池とその上段に新たに池を作ったが、

どちらもかなり埋まってしまって水量も少なくほとん

ど細流となっていた。上池、下池の順に水生生物観察の

後、泥掘りを行った。泥だらけになりながらも皆の頑張

りで水深は約 30～40 ㎝の深さになった。オタマジャク

シとそれを守るかのようにヤマアカガエルが座っていたり、作業中にはオニヤンマが飛び

回り、泥の中からはヤゴが何匹も見られたのでこれからもオニヤンマとヤマアカガエルの

生息地として継続していけるのかなと期待したい。 
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ミニ自然観察会報告              
 

 
8 月 25 日（日） 13：00～14：20   天気：晴れ 

   コース：天平の森駐車場～烏帽子峰水平歩道～遊歩道山頂ルート～天平の森駐車場  

   参加者：会員 5名 

お盆を過ぎても暑さは残っているが、長峰山は下界より幾分涼

しく、さらに水平歩道は木立で日の光は遮られミンミンゼミやア

ブラゼミの声はするが心なしか秋の気配を感じた。 

開花植物も夏から秋への過渡期であろうか種類は多いが数は少

なかった。 

水平歩道の枯れマツは皮を落とし倒れんばかりであったし、烏帽子峰東ピークの切株

にはスポンジのようなキノコが生えたり別の切株の根元からは甲虫の仕業であろう木

くずが出たりで様変わりしていた。 

また、烏帽子峰山頂付近には台風の時折れたであろう枯れマツが遊歩道を塞いでいた。

またいで山頂に向かい、これからの整備の計画なども話しながら駐車場に戻った。 

【今日のめだま】 

烏帽子山頂付近は松枯れのため松が伐採され明るくなり、狭く草

も生えて無いが開けている。チョウたちはここが好みのようで、

ミヤマカラスアゲハとキアゲハが縄張り争いをしていたり、ルリ

シジミが交尾をしていたり、これからどうなるかが楽しみである。 

【確認した開花植物】 

（木本）クサギ、マルバハギ、ヤマブキ、ツリバナ（実）、 

（草本）アオツヅラフジ、アカソ、アカツメクサ、アブラススキ、

イノコズチ、イヌタデ、オカトラノオ、オトギリソウ、オトコエシ、

オトコヨモギ、カタバミ、カラマツソウ、カワラナデシコ、キンミ

ズヒキ、ゲンノショウコ、コバギボウシ、シラヤマギク、チヂミザ

サ、ツユクサ、ツリガネニンジン、ヌスビトハギ、ヒメジョオン、ヒメヤブラン、ヒヨ

ドリバナ、ホタルサイコ、マキエハギ、ミズヒキ、ミヤマウズラ、ヤナギタンポポ、ヤ

マニガナ、ユウガギク 

【確認したチョウ】 

ミヤマカラスアゲハ、キアゲハ、キタキチョウ、スジボソヤマキチョウ、ルリシジミ、

ツバメシジミ、アサギマダラ、ヒメアカタテハ、クモガタヒョウモン、メスグロヒョウ

モン 

【確認したその他の生きもの】 

アキアカネ、マメコガネ、キマワリ、フキバッタ sp、ヨコバイ、フクラスズメ（幼虫）、

アブラゼミ、エゾゼミ、ミンミンゼミ、ハナカミキリ sp 

 

予約不要    

 ミニ観察会は毎月第 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 

1 時間程ですが一緒に歩いてみませんか！！！       

 

 

 

 

一休み中のキアゲハ 
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2019 年 9 月・10 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 

1（日） 自然観察in長峰山～植物･チョウ編 天平の森駐車場 8:30～ 

3（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

7（土） さとぷろ。学校番外編 安曇野市役所 8:20～ 

8（日） 安全技術講習（チェーンソー） きより館 9:30～ 

10（火） 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） 森の小道歩道草刈り 長峰山山頂駐車場 9:00～ 

17（火） 蝶の森活動・植物調査 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 

 
啼鳥山荘駐車場 9:00～ 

9 月 

  

27（金） 安曇野市里山再生計画推進協議会 ファインビュー室山 10:00～ 

1（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

2（水） 本編集会議 
豊科交流学習センター 

きぼう 
18:00～ 

8（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

9（水） 通信発送作業・例会 
三郷交流学習センター 

ゆりのき 
19:00～ 

12（土） 安曇野環境フェア 堀金体育館 未定 

13（日） 安曇野環境フェア 堀金体育館 未定 

14（月） ぼくらの学校 松本市サポートセンター 未定 

15（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

27（日） 絆の森活動・ミニ自然観察会 天平の森駐車場 9:30～ 

10 月 

30（水） さとぷろ。学校第 7 講 啼鳥山荘駐車場 9:00～ 

 

 

 

 

 

 
 

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 


