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！

2020 年 4 月 第 215 号

堤平のススキ焼き
堤平は以前畑地として利用されていた。
この場所を利用して長峰山フォーラム、森
林セミナーや安全講習などを開催してきた。
ごしら

植樹地 A・B の植樹のため地 拵 えを始め
たころ（2012 年）から、一面に生えていた
ニセアカシアを伐採して、ススキ原にして
きた。その後 3 年ほど年 2 回、萌芽してき
たニセアカシアの刈り込みをやったように
思う。
ススキ刈りをして、それを燃やしたのは
2017 年が最初である。5 月に新芽が出始め
たものを枯れたススキと一緒に刈り払って、
燃やした。
2018 年は、4 月に刈り取って 3、4 日置い
て、西側のカラマツ林のほうに搬出した。
この作業は大きな労力を要した。
2019 年は、6 月になって、4 ヶ所に集めて
燃やした。
今年は、昨年 11 月に刈り取っておいたも
のを、
3 月 1 日に 15 ヶ所に集めて燃やした。
刈り取ったススキの表面は乾燥していたが、
地面に接触している部分は、湿っていて燃
えるのに時間を要した。
燃やす時期としては、ススキの乾燥具合、
風の影響を考慮すると 2 月から 3 月初めに
かけてが、一番良いようだ。
ここで、
「堤平のススキの管理」について、
まとめておく。
その方法としては、
1. 刈り取りは、ススキが枯れる前、秋の
早いうちに行う。
2. 2、3 月の風がない日を選定して、燃や
す。
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◎準備
フォーク、熊手、レーキ、スギの葉
などの焚き付け。
ポリタンクに水 100～150ℓとジョー
ロを用意する。
明科消防署に、燃やし作業の日時を
連絡する。
◎本作業
① 刈り取ったススキを集めて小山を
作る。堤平全体で 10～20 個所程度。
② 集め方は、フォークやレーキ、熊手
などでかき寄せる。
③ フォークの場合は、写真 1、2 のよ
うにロープを付けて、2 人一組でか
き集めると楽である。

写真-1

写真-2

④ 燃やす場所の周りの燃えそうなも
のは事前に片づける。
⑤ 風下より、ススキの小山に順次着
火していく。
⑥ 燃え残りが無いよう、フォークで
かき上げる。
⑦ 燃え尽きたら、順次水をかけて完
全消火をする。
⑧ 煙と蒸気が無くなるのを確認する。
堤平は、今後どのように活用していくか
を考えていかねばならないが、それがまと
まるまでは、現状を維持していくために、
ススキの刈り取りとそれを燃やして整理す
ることを続けていかねばならない。

２０１９年度
「さとぷろ。学校」を振り返って

2019 年 4 月、5 ヶ年計画最後の年に、共
に学ぶ仲間が 11 名集まり“さとぷろ。4 期”
がスタートしました。カリキュラムは例年
と同じく以下のとおりでした。
◆第１講 4 月 24 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 天平の森（明科）
・開校式 山口裕校長
・フィールド見学（フィールドワーク）
[講師] 長野県林業総合センター
小山泰弘氏
◆第 2 講 5 月 29 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 市内各フィールド
・安曇野市内各地のフィールド見学
[講師] 活動団体など
◆第 3 講 6 月 26 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 明科清水地区
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・竹林について竹の生態、竹林整備に
ついて(講義)
・竹林整備・製炭・竹の工作
（フィールドワーク）
[講師] NPO 法人森倶楽部２１
講師 2 名、他 2 名
◆第 4 講 7 月 31 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 下堀扇町生産森林組合詰所
・森の健康診断についての手法 (講義)
・実測体験（フィールドワーク）
森林の密度計算、森林の林相判断
[講師] NPO 法人森倶楽部２１
講師 4 名、他 2 名
◆第 5 講 8 月 28 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 下堀扇町生産森林組合詰所
森林整備①
・ヒノキ林間伐実習（フィールドワーク）
[講師] 松本林業士会
◆第 6 講 9 月 25 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 下堀扇町生産森林組合詰所
森林整備②
・ヒノキ林間伐実習（フィールドワーク）
[講師] 松本林業士会
◆第 7 講 10 月 30 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] 下堀扇町生産森林組合詰所
森林整備③
・ヒノキ林間伐実習（フィールドワーク）
［講師］松本林業士会
◆第 8 講 11 月 27 日（水）9 時 30 分～16 時
[会場] ファインビュー室山

・今後の活動について（座学）
・閉校式および受講証授与
山口裕校長
―「さとぷろ。学校」スタッフ 5 年の任
期を終えて―
成果として、4 期の仲間で「山童（やまわ
ろ）
」という会が新しく発足しました。
さて、私はというと原稿を書いているの
が、2020 年の 3 月です。新型コロナウィル
スの世界的蔓延で、様々な行事、集会が中
止になり息が詰まります。私の地区も同様
でいろんな会合を中止しましたが、それを
補う為、裏方は大変です。書面で承認をと
るので資料を作り・賛否を問う用紙を作り・
集計など面倒なことが多いです。そんな中
で気が休まるのが、「さとぷろ。学校」4 期
の皆さんが発足した山童で作業する時です。

実は昨年の発足会に呼んで頂いたのがき
っかけでこちらでも活動しています。この
会は月 2 回のペースで作業しています。場
所は会員の地所で、塩尻市洗馬のヒノキ林
（細い丸太を切り出し、小屋を組み立てま
す）と三郷小倉の竹林（間伐しタケノコを
採取）が当面の施業地です。特に竹林は面
積が広いので向こう 3 年分はありそうです。
6 月にはタケノコを採って私の地区の朝市
に出そうと思って張り切っています。
考えるに森倶楽部２１が起点となり、清
水地区の森林整備やこの 4 期のような活動
に展開していくことは当倶楽部の理念に合
い大いに期待できます。私自身も折角の仲
間と楽しく能動的に動こうと思っています。
報告：元スタッフリーダー

3月の活動から
3 月 1 日（日）【森林整備活動】
9:00～14:00 活動場所：堤平 天気：曇り後晴れ 参加会員：8 人
活動内容：堤平のススキ焼き作業
ススキ焼き作業のおまけとして、無煙炭化器にまだ堤平に生えているニセアカシアや周
りの枯れ草などを入れ込み、サツマイモも入れて焼き芋を作り、おいしく食した。
ススキ焼きのタイミングが課題である。
＊詳細は、1 ページにて報告。
3 月 2 日（月）【森に学ぶチーム活動】
9:00～14:40 活動場所：庄内地区公民館 天気：晴れ 参加会員：12 人
活動内容：「森に学ぶ」第 22 号、「2019 年度調査報告
書」の印刷・製本
会員お手製のカレーをご馳走になるはずが、新型コロ
ナウィルス感染防止が「待った」を掛けた。午前中は印
刷、午後から製本に作業分けし、昼の会食は割愛した。
午後からが本番であったが、印刷担当 2 人＋2 人で開始
するも、暫くして“午後から製本”のメールがうまく伝
わらなかった 2 人が来た。お蔭で折り込みやページチェ
ックも順調に進み、10 時には印刷が終了し、11 時前には製本作業を待つだけになった。調
査報告書も版下原稿を持った 1 人が到着し、お昼時間帯には印刷が終わり、こちらも製本
準備万全となった。
午後１時、予定のフルメンバーが揃い、13 時 50 分には「森に学ぶ」が完了、14 時 15 分
には調査報告書も出来上がった。ホチキス止めを補完するカナヅチの音がこれまでとは違
い面白く、新鮮でもあった。工作教室？と近くに人がいたら思ったに違いない。手を進め
ながら、コロナウィルスの話題や松本市五常に引越しされた会員の現況など井戸端会議風
な会話も交わし楽しく作業できた。
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3 月 21 日（土）【林産物活用・環境保全・きより館活動】
9:30～15:00 活動場所：きより館 天気：晴れ 参加会員：5 人
活動内容：樹木札の作製、きより館前の花壇づくり
ペンキを使うためと乾燥には屋外の方が効率的とのこ
とで、きより館前に机を設えて作業に取り掛かった。2 回
の悪天候による延期を経て、“三度目の正直”の当日は穏
やかな日差しでペンキ塗り作業にはもってこいであっ
た。
2 月 9 日に松南地区公民館工作室で掘り込み、バリ取り
などをした樹木札 26 枚の墨入れ、サンダーがけ、ニス塗
り（2 回）、焼印の押印を行った。
文字の黒ペンキが乾く間に休憩。ニスが乾く間に昼食とドラム缶の焚火で作った焼き芋
を食べるなど、楽しく午前中に樹木札は完成した。
この後、樹木札の設置の作業が待っている。杭打ちは力仕事なので活動日の設定が課題
である。
午後はきより館前の花壇を、前からある花（チューリップ、オダマキ、キク、アヤメな
ど）をいったん移動し、肥料・土を入れ耕作し、サクラソウ、スイセン、カモミールなど
を追加し、かわいらしくリニューアルした。今後の展開が楽しみである。
3 月 22 日（日）【絆の森・蝶の森活動】
9:30～14:00 活動場所：長峰山一帯、堤平 天気：曇り時々雨 参加会員：8 人
活動内容：絆の森、蝶の森～長峰山頂の遊歩道の見回
り、オオムラサキの越冬幼虫調査
二手に分かれ、3 人は植樹地 A のエノキの周辺のオオ
ムラサキの越冬幼虫調査を行い、残り 5 人は烏帽子峰、
蝶の森、山頂草原の見回りを行った。
午前中くらいは大丈夫との天気予報で、歩いている途
中でパラパラと降られたが、予定のコースの見回りをす
ることができた。長峰山一帯はダンコウバイの花盛り
で、少し緑がかった黄色の可憐な花が見られた。風があ
り、今にも倒れそうなアカマツがあちこち目についた
が、今のところ倒れている木はなかった。1 本だけ、烏帽子峰水平道の馬車道から入ったあ
たりのサクラの倒木の処理が必要。蝶の森では今年もクロウメモドキにスジボソヤマキチ
ョウの卵が見られた。見回りの後、堤平で 1 人はオオムラサキの幼虫調査に合流、残りは
春植物エリアのスギ葉の除去を 30 分ほど行った。その後調査に合流し、12 時 30 分ころ終
了した。
幼虫探しは、エノキの根元の回り 30cm～40cm の枯れ葉 1 枚 1 枚をひっくり返して調べる
根気のいる仕事である。葉の種類や表裏には関係ないこと、大きなエノキに多いことなど
が終了後の話合いで報告された。オオムラサキの幼虫は 12 頭見つかった。チョウに詳しい
会員の話によると、葉の表にいるのは動き出しているようで、早い幼虫はすでに樹上に上
っているとのことであった。
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長峰山 NEWS
3 月 25 日（水）長峰山に通じる林道城山線・長峰線の冬季閉鎖が解除になりました。
日陰の空気は冷たくても、日差しは暖かく、風もない山頂には多くの方々が早春を楽し
んでいました。
パラグライダーを背負った方たちもや
ってきました。白いアルプスを目がけ
青空に舞うのでしょう。
ダンコ
ウバイは
花盛り。
ミヤマウ
グイスカ
グラの花
もみつけ
ました。
サクラの蕾はまだ堅く隣のバッコヤナギは白い花芽をふ
くらませていました。

ミヤマウグイスカグラ

道の脇にはサラシナショウマがドライフラワーにな
って、芽吹き前の木々の間に飾られているようでし
た。
近くの木の花のように
見えたものは、これか
ら飛び発つ前の種で、
その元には小さな赤い
芽が出ていました。
バッコヤナギ

冬と春の間のこの時期は色々なものが目に留まります。
サラシナショウマ
なんだかわからないものもたくさんありました。
写真に撮っておいて（頭の中やメモではどこかに埋まって探し出せないのです。）
誰かに教えてもらうことにしましょう。

4 月 26 日(日) 13 時より
今年最初のミニ自然観察会です
皆さんも春を見つけにお出かけください
天平の森入口駐車場集合です
予約不要です
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何のタネ？？？

2020 年 4 月・5 月活動予定
※未定の活動項目は例会時に相談して決めます。

月

日

4月

5月

行

事

集

場 所

時

2（木）

会計監査

永田宅

10:00～

7（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

8（水）

例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

19:30～

矢ノ沢側溝さらい

きより館

9:00～

12（日）

森林整備活動、きより館
備品点検

きより館

13:00～

14（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

19（日）

通常総会

長峰山森林体験交流ｾﾝﾀｰ

10:00～

21（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

25（土）

本編集会議

笹賀公民館

13:00～

26（日）

キノコ駒うち、ミニ自然
観察会

天平の森駐車場

9:30～

5（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

9（土）

野鳥観察調査

天平の森駐車場

9:00～

10（日）

森林整備活動

きより館

9:30～

12（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

13（水）

例会

松南地区公民館

19:30～

19（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

天平の森駐車場

9:30～

天平の森駐車場

9:00～

24（日）
31（日）

絆の森活動、ミニ自然観
察会
公開企画 里山の手入れ in
長峰山

間
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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

合

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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