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 5 月 第 216 号

23 年目の年輪
理事長 永田千惠子
23 年目の活動に入りました。NPO 法人と
しては 13 年目。そのうち長峰山での活動は
21 年目となります。
本年 1 月に中国の武漢で発生した新型コ
ロナウイルスは、この 4 ヶ月の間に世界中
に拡散して、感染は止まることの無い状況
です。その渦中である今年の通常総会は、
三密（密集、密閉、密接）に配慮して行わざ
るを得なくなりました。毎年、会員の多く
が顔を合わせて一年の活動計画を決める楽
しみな日でありますが、今年は各チームの
活動をまとめ事業を推進する役目の方々の
みが直接出席しての通常総会となりました。
ここ数年の活動では、各活動への参加者
が固定化し、参加会員が減少していること
が言えます。また、新規入会者も減少して
おり、入会後ほとんど活動に参加せずに退
会に至った方もおります。
このような状況の中、計画した活動は、
対外的な活動も含めてほぼ例年どおり実施
できました。少人数の参加者でありながら、
これまでの実績を基に、各活動チームが連
携しあって工夫して行うことができている
ことによると思います。目立たないことで
すが、組織を運営するチームがそれぞれの
役割を確実に果たしていることで、現場の
活動も回っています。会員同士の気よりの
良さに加え、矢ノ沢や清水地区の方々と信
頼感を持って交流させていただいているこ
とも大きな励みであり、活動の継続へと繋
がっていると思います。
「天平の森」周辺の 10ha の保全に加え、
パノラマパークまでの歩道整備、長峰山頂
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草原、矢ノ沢の森林も含めると私たちが関
係している面積は相当なものでありますが、
毎年継続しているために大きく手を入れな
くても維持できるようになっています。ま
さに継続は力なりです。
私たちの暮らしに物心ともに多大な恵み
をもたらしてきた里山の自然と文化。私た
ちは、小さな昆虫、清楚な野生の植物、山菜
の恵み、神に祈願しつつ暮らしを営んでき
た人々に感動して、仲間とともにささやか
な活動を続けてきました。

何故、里山と関わるこのような楽しい活
動に、参加する人が増えていかないのでし
ょうか？
里山の素晴らしさにもっと光が当てられ、
里山に自主的に集う人が増えることを願い
つつ、その素晴らしさをさらに発信してい
かねばならないと思います。
今年もたくさんの活動が予定されていま
す。これらの活動は、各チームが一年の活
動を振り返り、計画した活動です。課題も
挙げられております。まずチームでよく話
合い、提案して、みんなで合意しながら進
めていきましょう。

常事態宣言、4 月 16 日にこれが全国に拡大
と深刻さを増していく。
森倶楽部２１の通常総会の準備は 2 月か
4 月 19 日（日）、2020 年度の通常総会が
ら始まる。この 2 月に各チーム会議が行わ
長峰山森林体験交流センター研修棟にて行
れ、今年度の反省と来年度の計画が練られ
われた。出席予定の 12 名のうち、職場に感
る。
染者が報告された理事 1 名が大事をとって
3 月はこれを受けての理事会が開催され
欠席のため、11 名出席で開催された。これ
各チームから上がってきた反省や計画を集
に投票承認 7 名、委任状提出 13 名を加えて
めて議案書にしていくことと総会までの準
過半数を確保し、総会は成立した。
備日程の調整が主な議事である。
議長、書記、議事録署名人が選出され、こ
その後理事長と総務担当者の骨折りによ
れに続く理事長挨拶では、これまでの活動
り議案書が完成され、総会出席者が確定し
の振り返りと合意形成を図りながら丁寧に
ていく。
活動を続けていく呼びかけがなされた。
ところが今年は、こうした流れにドタバ
予定時間が例年の半分に縮小されたこと
タを放り込む厄介な事件が起きた。新型コ
から、各理事やチームリーダーからの報告
ロナウイルス騒ぎである。
はポイントのみとし、安全技術チームや総
各チーム会議の頃、中国に猛威を振るう
務チームへの要望が出されながらも会議自
ウイルスが発生したことが騒がれ始めた。
体は淡々と進んだ。
理事会の頃、日本にも感染者が増え始め他
最終的には第 1 号議案から第 5 号議案ま
人事ではない雰囲気が蔓延し始めた。まだ
で全て承認された。総会終了はぴったり 11
例年通りの総会開催準備を続行していた理
時。見事な議事進行だった。例年の総会と
事会に不安の声が寄せられる。中には怒り
比べると出席者数は少なく寂しい感は否め
の声もあった。かくして、今年度の総会は
なかったが、折からの新型コロナウイルス
制限を加える形での開催が決定された。感
感染拡大防止を目指して会議時間縮小、出
染のリスクを避けるため、密閉、密集、密接
席者のマスク着用、出席者間の距離、換気
に配慮し、1 時間以内の実施とし、出席は理
を励行できたことには少々の満足感もある。
事 5 名、監事 2 名、会計 2 名、総務リーダ
終了後、各人が「天平の森」の弁当を受け
ー、議事録署名人 2 名の計 12 名に限定する
取り、会食せず早々に散会したのも今まで
というものである。その時点ですでに出欠
はがきで出席を連絡してきた会員に対して、 の森倶楽部２１には見られない光景であっ
た。
改めて投票承認をお願いする形で総務が動
いた。その後日本は、4 月 6 日 7 都府県に非

通常総会報告

4月の活動から
4 月 7 日（火）【蝶の森活動】
9:00～12:00 活動場所：蝶の森、堤平 天気：晴れ 参加会員：6 人
活動内容：蝶の森の現状調査・今後の手入れの確
認、植樹地 B の現状確認と林床整理
暖かい一日で、ダンコウバイが彼方此方にみられ
て、森のありがたさを感じる半日であった。蝶の森
は、草原に生えていた 3 本のアカマツのうち 1 本が
枯れている。残りの夫婦松も時間の問題のようだ。
今年度の活動は、草原・遊歩道などの草刈りのほか、
草原東側の農道から東南側の林床を刈り取って、草
原化の足掛かりとすることと、草刈りをしないエリ
アの囲いの修復をすることだ。堤平は、ネットを押し潰して倒れ込んでいた、枯れた松を
撤去して、付近の林床の整理をした。下の入口のネットが壊れているので、トラロープで
進入禁止の表示をすることにした。作業終了後、きのこ園のシイタケを採取した。
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蝶の森の草原の拡大について、意見調整をしておきたい。
13:00～14:30 活動場所：堤平 天気：晴れ 参加会員：3 人
活動内容：植樹地 A の樹木配置図の見直し
植樹地 A について配置図に記載された樹木番号が実際の樹木の位置と合致しないものが
あったため、実際の位置を確認しながら配置図を修正した。斜面の上り下りは運動不足の
体にこたえる作業となったが、エノキについては終了することができた。残りのクヌギの
部分は後日実施予定。ほとんど枯れそうなエノキも複数あったのはショックだったが、た
くましく枝を広げて成長している木を見ると皆の努力に「有難う」と言っているようで嬉
しくなった。たくさんのオオムラサキが育つ立派な森になることを祈りたい。
4 月 12 日（日）【矢ノ沢側溝さらい】
8:00～12:00 活動場所：矢ノ沢地区周辺 天気：曇り 参加会員：12 人
活動内容：天平自然園付近から二十三夜塔まで
の道路の側溝、雨水桝の落葉と土砂あげ
例年行っている矢ノ沢地区春の側溝ざらいに森
倶楽部２１も参加した。活動場所は天平自然園付
近から二十三夜塔までの道路の雨水桝の土砂上
げ、側溝に溜まった落葉掃除、道路の脇に溜まっ
た落葉掃除である。天平自然園付近から山の神社
付近までと同所から二十三夜塔までを 2 班に分け
て活動した。
雨水桝の土砂はジョレンを使って上げ、スコップ、箕などを使い、側溝や道路脇の落葉
はクマデなどを使い集めて車の通行の邪魔にならない道路脇まで運んだ。
ありがたいことに 12 名もの参加者で、計画の作業は予定の時間より少し早く終わること
ができ、きより館へ戻った。
終わりの会の後、「天平の森」に注文した昼食の弁当が配られ散会した。
集合場所をきより館にし、集合時間を 8:00～9:00 にしたのに、参加者のサポートが抜け
てしまい、無駄な待ち時間を過ごさせたことが反省点である。
4 月 14 日（火）【絆の森活動】
9:30～14:10 活動場所：絆橋～天平自然園～馬車道（東尾根）参加会員：5 人
活動内容：遊歩道周辺整備、蝶の森草刈りをし
ないエリアの柵補修材料製作、堤平小屋周辺片づ
け
絆橋から天平自然園分岐～馬車道（東尾根）ま
での遊歩道の落枝整理および両脇下草刈り、つる
切り、笹刈り、林床整理を行った。当初、天平自然
園分岐間での予定であったが、時間と余力があっ
たので延長して行った。午後は女性陣がシイタケ
採取、男性陣が蝶の森草刈りをしないエリアの柵
補修材料製作および植樹地 B の囲い用杭として竹
を必要な長さに切った。その後、全員で小屋の周りの片づけを行った。ツルや腐った材木
等燃やせるように積み上げて片づけ、久しぶりにきれいになった。
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4 月 19 日（日）【通常総会】
10:30～11:00 活動場所：長峰山森林体験交流センター 天気：曇り
活動内容：2020 年度通常総会
新型コロナウイルス感染防止の自粛により規模を縮小して行った。
詳細は 2 ページ

参加者：11 人

4 月 26 日（日）【きより館活動】
9:30～14:00 活動場所：堤平 天気：晴れ 参加会員：9 人
活動内容：キノコ駒うちときのこ園への設置、堤
平道砂利ひき
新型コロナ感染による自粛の中、密集、密接に注
意してキノコの駒うち（ナメコ種駒 1,000 個、ヒラ
タケ種駒 500 個と会員の 1 人が持参したシイタケ
種駒少し）を行った。シイタケ 5 本、ヒラタケ 22
本、ナメコ 25 本を駒うちし、きのこ園に設置した。
ホダ木は昨年 12 月に用意したサクラ 40 本、大月
さんが用意してくれたヤナギ 12 本を用いた。シイ
タケの駒うちは、ほとんど参加した会員親子が担当した。
また堤平に下る道は雨降り後は道が軟弱になり危険なため、砂利を敷いて強化した。
今回駒うちしたキノコ類は来年の秋ころは採れ始めるようだ。ヤナギのホダ木は採れ始
めたら短期間で終了するとのこと。サクラは数年収穫できるようだが、ナメコの収穫期間
は短いらしい。またヒラタケの収穫量は少ないとのこと。
4 月 28 日（火）【絆の森活動】
10:00～14:00 活動場所：蝶の森、水田跡地 天気：晴れ 参加会員：3 人
活動内容：蝶の森林床整備、水田跡地春植物開花個体数調査
外出自粛の影響もあるのか、いつになく長峰山は若い人や親子づれで賑わっていた。
早めについたので蝶の森を一回りし、西側のチョウの道沿いの林床整備を行う。
午後から水田跡地に移動、春植物開花個体数調査を行う予定であったが、まだ蕾が硬く、
今にも咲きそうなもの、2～3cm くらいしか出ていないのやらで、残念ながら本日の調査は
断念した。昨年は 5 月 1 日の調査で少し遅かったという反省があったので、今年は少し早
めに設定したが、思うようには行かないものだ。
温暖差が激しく、今年はサクラの開花もまちまちで、葉桜だったり満開だったりまだ蕾
のものもありでもうしばらくサクラが楽しめそうだ。

4 月活動キノコ駒打ちから
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長峰山 NEWS

今月号には今年度最初の「ミニ自然観察会報告」をと予定していたのですが、
新型コロナウイルス感染予防で、複数が集まっての観察会は中止としたため叶わぬ
事となりました。それなので
広々とした里山を、独りで、時々すれ違う方たちとは挨拶のみで歩いてきました。
春たけなわ、先月は堅
いつぼみだ った天 平の
森駐車場の桜は満開。

3 月 25 日

堤平の東側のカラマツ林は緑
がかった梢を揺らし、芽吹き始め
を知らせてくれていました。
堤平の片隅にある 1 本のカラ
マツの幼木（3ｍくらい）には陽だ
まりのお陰か少し早く薄緑色の
可愛らしい芽吹きが見られまし
た。
来週にはすっかり若芽が生えそろいカラマツ林も薄緑色に染まるでしょう。
こうしてぼーっと好きな樹を眺めていると世の中の喧騒が嘘のようです。

大好きなカラマツの芽吹き

春は足早に過ぎ、次回予定の「ミニ自然観察会・5 月 24 日（日）」には初夏の
樹々が眺められることでしょう。
新型コロナウイルス感染の終息が待たれる毎日です。
4 月 26 日(日)
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2020 年 5 月・6 月活動予定
月

日

行

※未定の活動は例会において相談して決めます。
集 合 場 所
時 間

事

9（土） 野鳥調査観察会

5月

天平の森駐車場

9:00～

10（日） 森林整備活動

天平の森駐車場

9:30～

12（火） 絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

13（水） 例会

未定

未定

安曇野市役所

10:00～

19（火） 蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

24（日） 絆の森活動、ミニ自然観察会

天平の森駐車場

9:30～

2（火） 蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

9（火） 絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

10（水） 例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

19:30～

14（日） 森林整備活動

未定

未定

16（火） 蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

蝶の森駐車場

14:25～

未定

未定

18（月）

6月

東山地区松くい虫被害対策
協議会

明科中学
「総合的な学習の時間」
長峰山山頂草原草刈り、
28（日）
ミニ自然観察会
22（月）
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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

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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