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自然観察 in 長峰山 2019  

～チョウ、植物編～ 
 

9 月 1 日、今年度 3 回目の「信州環境カレ

ッジ」登録講座として、「自然観察 in 長峰山

2019～チョウ、植物編～」を開催した。 

草原が日本から姿を消しつつある中で地

元の人々が長年手を入れてきた山頂草原や

蝶の森草原を見て、手に触れて自然の大切

さを感じていただきたいとの思いから企画

した観察会である。お盆をはさんで酷暑が

続き申し込みの締め切り日が近づいても思

うように参加者が集まらずやきもきしたが、

子ども 3 名を含む 15 名と会員 6 名が天平の

森駐車場に集まった。 

はじめの会ではＳＢＣ取材班の紹介があ

り、9 月 21 日に「エコロジー最前線」とい

う番組でこのイベントや森倶楽部２１の取

り組みが放映されるとのことであった。 

中田信好講師(田淵記念館「むしの会」会

長)率いる昆虫班と、松田講師(技術士、長野

県植物研究会会員)率いる植物班に分かれ

天平の森駐車場を 9 時 15 分に出発した。中

田講師は今回が初めての登場である。最後

尾には新しく調達した幟旗「自然観察会や

っています」を背負って行くのだが、いつ

ものように出発の最初からいくつかのチョ

ウや昆虫が現れ植物も可憐な花を咲かせて

いて、講師陣の豊富な話題で隊列は後にな

り、先になりとタイムキーパーや旗係は大

変であった。それでも予定した 10 時には蝶

の森東屋に 2 班とも集合できた。ここで理

事長より 18 年間の蝶の森活動の紹介、説明

があり、改めて参加者は里山の素晴らしさ

と維持していく大変さを感じたようであっ

た。その後両班は長峰山山頂草原に到着し、

11 時 10 分の終わりの会までそれぞれ山頂

を舞うチョウや可憐な草花の観察を堪能し

た。 

三川合流や安曇野を見下ろす山頂草原に

はこの日「オスキナフクハ？（お好きな服

は？）」と覚えた秋の七草のオミナエシ、ス

スキ、キキョウ、ナデシコ、フジバカマ、ク

ズ、ハギなどが咲き、たくさんのチョウが

飛び交っていた。子どもの参加者は捕虫網

で上手にチョウや昆虫を捕まえて中田講師

に見てもらっていた。山頂に来ていたイベ
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ント参加者ではない方も旗を見て「あそこ

にチョウがいますよ」と教えてくれたそう

である。松田講師からは長峰山周辺の植生

が 1948年と比較していかに二次草原が減少

し、今日見てきた蝶の森と山頂草原だけに

なってしまったのか説明があった。 

終わりの会では「14 種のチョウが観察で

きたが天気がもっと良ければ20種くらい観

察できたのでは」とか、「子どもの参加によ

り充実した」、「取材を受けて少し緊張した」、

「長峰山の自然を守りたい」などの声が聞

かれた。 

11 時 30 分には無事終了し、会員はお弁当

を食べながら草原横の東屋で反省会をした。

森倶楽部２１でも高齢化などの問題はある

がもっとできる範囲で草原を増やしたいと

いう意見がでた。このようなイベントを息

長く続けていくことが、少しずつでも里山

保全の理解者や実践者を増やす道ではない

かと思った。日暮れて道遠しではあるが。 

 

注）フジバカマは見られません 

 

《チョウ観察班報告》 

【観察したチョウ】 

アゲハチョウ科：キアゲハ 

シロチョウ科：スジボソヤマキチョウ、キ

タキチョウ、スジグロシロチョウ、ヤマト

スジグロシロチョウ 

シジミチョウ科：ツバメシジミ、ルリシジ

ミ 

タテハチョウ科：メスグロヒョウモン、ミ

ドリヒョウモン、ウラギンヒョウモン、ツ

マグロヒョウモン、コミスジ 

ジャノメチョウ科：ジャノメチョウ 

セセリチョウ科：イチモンジセセリ                          

以上 6 科 14 種 

【その他観察した昆虫】 

オツネントンボ、マユタテアカネ、オニヤン

マ、アキアカネ、ウスバキトンボ、クスサン

の繭、アゲハヒメバチ、ヤマトシリアゲ、ザ

トウムシ、ジョナスキシタバ、コアオハナム

グリ、ヒガシキリギリス 

小 3、中 3 の 2 人が捕虫網を振るい、次々

とチョウやトンボを捕まえてきての観察、

年少さんの 3 歳児を加え子どもから大人ま

での楽しい観察になった。生憎の曇り空で、

観察できたチョウは 14 種であったが「市民

タイムス『旬の自然観察』」での幅広いテリ

トリーを持つ中田講師による興味深いお話

がたくさん聞かれた。 

今回はヒョウモン類が 4 種観察できた。

食草がスミレだが、スミレに卵を産むのは

ウラギンヒョウモンとツマグロヒョウモン。

メスグロヒョウモンのメスは厳しい母親で、

木の高いところに、ミドリヒョウモンは樹

木のコケの間などに卵を産み、最初からス

ミレを探せた幼虫が生き残るとのこと。ま

た、ジャノメチョウも食草（ススキ）に直接

卵を産むわけではなく、放卵といって食草

の近くに卵をばらまくとのこと。 

キアゲハは山頂占有といって交尾を優位

に進めるため、山の頂に縄張を作る習性が

あり、食草はセリ科だが、交尾し成熟して

から産むので、里まで下りていって卵を産

むこともある。しかしガ類は交尾するとす

ぐ卵を産むとのことである。 

その他オツネントンボとホソミオツネン

トンボの見分け方やスジボソヤマキチョウ

（食草－クロウメモドキ）は年 1 回発生、

成虫で越冬する。メスは薄いクリーム色で

♂♀ともオレンジの点があり、暑い夏は夏

眠（かみん）をし、冬は冬眠をすることなど

を教わった。「あっ」いう間の 2 時間であ

った。 
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《植物観察班報告》 

 植物班は一般参加者 7 名、講師、サブリ

ーダー、会員 2 名の構成であった。 

まず、虫めがねを使い、雄しべ・雌しべ・

花びらのつき方などの観察から始まった。 

参加者が目にとめた花について例えば

「ヌスビトハギは種子の形が盗人（ぬすび

と）の足跡の形をしているのが名前の由来」

とか「アキカラマツは高山に咲くカラマツ

ソウの仲間で花は少し黄色がかっている。

苦く、胃薬として使われていた。」とか「キ

リの葉の裏には柔らかい毛が密集していて、

ティッシュ代わりに使える。」など興味を引

く説明があった。また、花に寄って来る昆

虫の話を会員が担当し、なかなか前に進ま

なかったが、何とか予定どおり蝶の森で理

事長の話を聞くことができた。その後講師

より蝶の森の草原に手を入れる前のままに

してある区画の説明や、山頂では 1948 年と

2009 年の相観植生図を比較し「長峰山周辺

の植生の変化」についての説明を受けた。 

皆、沢山の花を観るだけでなく、出会い

を持てて満足そうであった。 

【観察した植物】 

開花草本：アキカラマツ、イタドリ、ウド、

エゾカワラナデシコ、オケラ、オトコエシ、

オニドコロ、カセンソウ、キキョウ、クズ、

クルマバナ、ゲンノショウコ、コウゾリナ、

コバギボウシ、シラヤマギク、ススキ、タム

ラソウ、ツリガネニンジン、ツルボ、ヌスビ

トハギ、ネコハギ、ヒメキンミズヒキ、ヒヨ

ドリバナ、マキエハギ、マツムシソウ、マム

シグサ、マルバハギ、ミヤコグサ、メガルカ

ヤ、ヤナギタンポポ、ヤマカシュウ、ユウガ

ギク、ユウスゲ、ワレモコウ 

開花木本：クサギ、ヌルデ 

花の無い草木：キリ、サンショウ、イヌザン

ショウ 

 

 

 

 

 

9月の活動から 
9 月 10 日（火）【絆の森活動】 

 9:30～12:00 活動場所：烏帽子峰、蝶の森、堤平 参加会員：5 人 

9 月は遊歩道の草刈り月間ということで、烏帽子峰周辺

の草刈りを行った。矢ノ沢側の馬車道周辺と烏帽子峰水

平道西側周辺の二手に分かれ、刈払機 3 台、手鎌 2 人で

の作業であった。烏帽子峰の西側から山頂へのルートは、

一昨年松くい虫で枯れたアカマツ処理の後が大きく開

け、陽当たりが良くなった分、草の繁茂が凄く、ひどいと

ころは手鎌で行ったが、断然草刈機の威力は大きく、残

りは機械に頼った。 

11 時前には終了し蝶の森に移動、草原の東屋へ続く遊

歩道の草刈りを行った。 

2 名は天平の森近くの道路から堤平へ下りる道路の路肩の草刈りを行った。ここは 8 月の

活動日にも刈り払っているのだが、草の生長は早く待ったなしであった。 

予定の作業を消化したので 12 時で終了とし、蝶の森でチョウを観察しながらお昼をとり

解散した。 
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9 月 15 日（日）【森林整備活動】 

 9:00～12:00 活動場所：森の小径歩道（長峰山頂～パノラマパーク） 参加会員 10 人 

 下界では真夏日が予報された天気のいい朝、長峰山も

暑さが予想された。 

2 班に分かれ、山頂から塔ノ原城址入口までを刈払機

4 名と片付け 3 名が担当し分散して作業した。もう１班

はパノラマパーク入口から林道までの遊歩道を刈払機 2

名で上と下から刈り進み、片付け 1名は下から作業した。

樹林帯での作業で直射日光は遮られていたがやっぱり

暑く、皆自分のペースで休憩・給水を心がけ無事午前中

で終了、解散した。 

毎年草刈りをしている成果か、思っていたより草丈は低く(しっかり伸びていた処も所々

あり)草刈りも片付けもスムーズに進んだ。 

山頂は駐車に窮する程の賑わいで、すっきりした小径も散策してほしいなと思いながら

山頂の東屋で昼食をとった。 

 

9 月 17 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～14:00 活動場所：蝶の森・天平自然園 参加会員：

5 人 

 毎年行っている蝶の森の指標植物調査（開花茎数と位

置）、および耕起実験区の植生調査を実施した。また、東

屋に向かって草原の右側に在る 2m×2m の草を刈ってい

ないゾーンの植生調査を初めて実施した。 

 午後は天平自然園の指標植物調査を行った。 

 

9 月 22 日（日）【蝶の森活動】 

 9:30～12:30 活動場所：堤平・植樹地 AB 参加会員：6 人 

2013 年 2014 年に森林の里親促進事業で植樹をした植樹

地の現状について、活着している樹木の本数と樹種の調

査を行った。2 班に分かれ 2 人一組で、活着して生長して

いる樹木にナンバーをつけ、その樹種名と胸高直径を記

録した。ナンバー付きのテープを打ち付けるタッカーは、

市から借りたものと、会員の私有のものとを使用した。こ

のタッカーの使用は、技術を要した。2 名は林内に茂って

いる下草の刈り払いを行った。植樹地 B は、林床整備した

日から日数が経っているため、ニセアカシアやヨウシュ

ヤマゴボウなどの繁茂があった。植樹地 A はシンジュの幼樹がまとまって繁茂しており、

その刈り払いを行った。 

12 時を回ったが皆の協力で 3 時間でやることができた。 

結果の詳細は追って報告するが、概要として植樹木の活着率はほぼ 50％程度であった。 

 

＊ 堤平への入口の路肩が崩れかかって

いたので安曇野市に対策を依頼した

ところ、早急に工事に取り掛かって

くれていた。      

これで安心して歩行者も軽トラも 

通ることが出来そうだ。 

→ 

工事中 9 月 22 日撮影 完成 10 月 1 撮影 
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ミニ自然観察会報告              

     

9 月 22 日（日） 13：00～14：20   天気：くもり 

    コース：天平の森駐車場～蝶の森 往復  

∔    参加者：会員 4 名 

 9 月１日に行われた「自然観察 in 長峰山 2019」と同じ

道を巡ることにした。見た目には同じような森の姿であ

ったが、半月経つと夏の花が秋の花に代わりつつあった。 

 チョウの道の脇にはシカに食べられたネムノキの低木

が見られた。ネムノキが好物なのかよく探したと感心す

るくらい他の物には目もくれず上手に食べていた。 

 何度歩いても新しい発見がある。 

 

【今日のめだま】 

変な格好をした甲虫が目に留まった。 

ひげが真っすぐ伸びているからコガネムシの仲間で

はなさそうだ・・・（コガネムシはひげの先が歯ブラ

シのように片側に伸びる）。 

アザミオオハムシというのだと先輩が教えてくれた。 

家に帰って調べてみたら、甲虫類の種類は 35 万種以

上とのこと、コガネムシの仲間もハムシの仲間も相

当多数のようで、初心者の私には調べるきっかけす

らつかめなさそうだ。先輩の知識に頼るしかない。 

それにしても、後ろからのぞく縞模様のお尻は何だろう・・・卵かな。 

 今まで目につかなかったものに目が向くようになった。 

【確認した開花植物】 

（木本）マルバハギ、ノブドウ 

（草本）アカネ、アキカラマツ、アキノキリンソウ、アズミノアザミ、アブラススキ、

イタドリ、イヌタデ、ウツボグサ、エゾカワラナデシコ、オケラ、オトギリソウ、オト

コエシ、オミナエシ、カタバミ、キンミズヒキ、クルマバナ、ゲンノショウコ、コウゾ

リナ、コシオガマ、ゴマナ、シラヤマギク、ススキ、タムラソウ、チヂミザサ、ツユク

サ、ツリガネニンジン、ツリフネソウ、ツルフジバカマ、ハコベ、ハナタデ、ヒメジョ

オン、ノコンギク、ヒヨドリバナ、ミズヒキ、ヤナギタンポポ、ヤマハッカ、ヤクシソ

ウ、ユウガギク、ヨウシュヤマゴボウ、ワレモコウ 

【確認したチョウ】 

アサギマダラ、キアゲハ、スジボソヤマキチョウ、ヒメアカタテハ、ミヤマカラスアゲ

ハ 

【確認したその他の生きもの】 

アザミオオハムシ、オツネントンボ、ノシメトンボ、センチコガネ、カマキリ、 

アブラゼミ 

 

 ミニ観察会は 1時間程ですが、何かを見つけては調べたり教えてもらったり 

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 

どなたでも参加できます。予約不要！！ 
 

お待ちしてます 
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2019 年 10 月・11 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 

10 月 

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～ 

3（木） 信州環境カレッジ交流会 松南地区公民館 13:30～ 

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 

森林整備活動 天平の森駐車場 9:00～ 

14（月） 
ぼくらの学校 松本市サポートセンター 未定 

矢ノ沢山の神社本祭り 矢ノ沢山の神社 未定 

15（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

26（土） 
安曇野市里山保全 PJ（森林の

楽校） 
未定 13:15～ 

27（日） 
山頂草原草刈り・ミニ自然観

察会 
天平の森駐車場 8:00～ 

30（水） さとぷろ。学校第 7 講 啼鳥山荘駐車場 9:00～ 

11 月 

5（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

10（日） 森林整備活動 天平の森駐車場 9:00～ 

12（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

13（水） 通信発送作業・例会 松南地区公民館 19:00～ 

19（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

24（日） 
矢ノ沢地区側溝ざらい・ミニ

自然観察会 

きより館・天平の森駐車

場 
9:00～ 

27（水） さとぷろ。学校第 8 講 未定 未定 

 

 

 

 
 

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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