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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《堤平ススキの刈払い》
日
時：11 月 3 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ
参加会員：7 人【蝶の森活動】
活動場所：堤平
活動内容：堤平のススキ及び周囲のニセアカシアの刈
払い、植樹地の防護ネットの修理
まさに錦秋と呼ぶにふさわしい紅葉と晴天の祝日。
秋を楽しむ多くのハイカーに気を付けて作業を行っ
た。
ススキは身の丈以上に伸び、四方に倒れているもの
もあり、刈払いは思いのほか大変だった。しかし 6 台
の刈払機の威力と先月“火起こし体験”の会場となった部分が事前作業で既に刈り払われ
ていたので午前中できれいに片付いた。また、草原周囲や植樹地 A のシンジュ、植樹地 B
のニセアカシアもほとんど刈り払った。
刈ったススキの処理は後日行うこととした。
防護ネットは外すことも検討したが、できるだけ修理し
て残すことにし、南側の遊歩道沿いと
東側は修理ができた。北側はネットが
地面に食い込んでいる所が多々あり修
理はあきらめた。
堤平に下る道は前日の雨で柔らかく
なっており、スリップの危険を考え車
は降ろさず、機材などはすべて人力で運搬した。

《作業道整備》
日
時：11 月 8 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ
参加会員：9 人【森林整備・集約化活動】
矢ノ沢地区森林整備協議会 3 人
一般参加者 1 人
活動場所：矢ノ沢山林内作業道
活動内容：刈払機・チェーンソー安全講習、倒木処理
作業道は、平成 22～ 24 年度に実施した矢ノ沢地区森林整備事業で作設されたものであ
る。アカマツや薪材になる広葉樹の搬出に使われた。
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7 ヵ所ある作業道の入口には、矢ノ沢地区森林整備協議会により「立入禁止」看板が設置
されている。今年 6 月に巡検したところ、アカマツ、カラマツの倒木が作業道を塞いでい
たため、本日片付け作業をする運びとなった。
<安全講習>
作業に入る前に、刈払機・チェーンソーの安全講習を 45 分行った。
刈 払 機 ：「キックバックに注意」「刃のどこの部分でもキックバックは起きる」
「身体のバランスが崩れた時、刃の回転を地面に刺して止める」
「刃にヒビが入っている刃、偏心してブレる刃は使わない」等
チェーンソー：「初爆を聞き逃さない」「キックバックに注意」
「切り終えた後、チェーンソーブレーキを使うなどして、ソーチェーン
の回転を止める。
「ソーチェーンの張りは、張りすぎない・緩めすぎない」
「傾斜では、体勢を整え危険な位置では作業しない」等
<作 業>
マツクイムシで枯れたアカマツが、強風・積雪などにより倒
れ、作業道の通行に支障をきたすので除去作業を行った。
今回は、人が通行できるように道にかかっている木をチェー
ンソーで伐って道下に置いた。また、強風により倒れたカラマ
ツが、斜面上方の木に掛かっていたため、先ずは枝払いを行っ
た。
カラマツは有効活用（スウェーデントウチ＊など）を検討し
たい。
まだ何カ所か処理が必要なので、倒れた木の状態により、掛かり木などは手動ウィンチ
（物体の上げ・下ろし、運搬、引っ張り作業などに使用する手動の機械）を使用し危険を
避け、安全作業で行う予定である。
＊地面に立てた丸太をそのまま豪快に燃やす焚き火

初参加で見学された一般参加者に感想をお聞きした。
「作業道整備の見学をさせていただきました。長峰山には何度か
ハイキングに行ったことがあります。陽が入り風の通る気持ちの良
い森だなぁという印象がありました。森を守るために、あらゆると
ころに作業道は張り巡らされていることを知りませんでした。
また、倒木の伐採作業では安全第一に作業が進められ、皆様の地
道な努力によって森が維持されていることに感謝いたします。」

《烏帽子峰遊歩道の草刈り》
日
時：11 月 10 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ
参加会員：5 人【絆の森活動】
活動場所：烏帽子峰
活動内容：遊歩道両脇の草刈り
小春日和の穏やかな日で、紅葉を求めてか、多くのハイカ
ーが訪れていた。作業を行った烏帽子峰にも、たくさんの人
が光城山から長峰山への林道から烏帽子峰の西側ピークに登
り、東側ピークを目指して歩いて行く姿が見られた。
作業は烏帽子峰西入口からピーク目指して、登山道の両脇
1ｍほどを 2 名が刈払機で刈り払い、1 名は刈った草木を熊手で片付け、残り 2 名は刈払機
に先行して両脇の太い木を鋸で伐り、残す木にテープをつける作業を行った。
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西側ピークはニシキギなどの低木を伐り、草原化に近づける作業をした。道標脇にはホ
タルサイコの花が観られた。さらに東ピークに向けて遊歩道脇を刈払い、今年最後の絆の
森の活動を終了した。
天気が良かったので、長峰山山頂まで行き、北アルプスや安曇平を見下ろしながら昼食
をとり解散した。

《蝶の森支障木伐採》
日
時：11 月 17 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ
参加会員：8 人 【蝶の森活動、森林整備活動】
活動場所：蝶の森
活動内容：蝶の森草原の南東側草原化予定地の支障木伐採
10 月の寒さとは異なり、今月は小春日和の日が多く、森の
活動には最適で、作業も進んでいる。今日も朝方は雲が多か
ったが 9 時過ぎから晴れてきて、気持
ちの良い一日だった。
森林整備チームの応援を得て、草原化予定地の支障木 11 本（コ
ナラ、カスミザクラ、クリ、バッコヤナギなど）を伐採し、きの
こ用の榾木 30 本を確保した。
後日、チョウの産卵調査をするため、枝は草原周辺にまとめて
置いた。
遊歩道と草原の境に、直径 4～5cm の木を並べ境界をわかりやす
くした。榾木にならない太い材は薪として活用するため、必要な人が日時を決め搬出でき
るようそのままにしておいた。

《秋の側溝さらいと交流会》
日
時：11 月 29 日（日）8:30～14:00 天気：晴れ
参加会員：10 人【きより館活動】
活動場所：矢ノ沢地区内の道路、きより館
活動内容：天平自然園～二十三夜塔までの道路側溝ざらい、
正月飾り付け
寒冷前線が来ている為、今シーズン一番の寒さであった。
例年行っている矢ノ沢地区秋の道路側溝ざらいに参加し、
その後きより館に正月飾りを付けて新年を迎える準備を行っ
た。
8 時半きより館前に集合し、自然園から山の神社までの班 4 名と二十三夜塔までの班 4
名に分かれ側溝ざらいを、他 2 名は交流食事会準備を
行った。
道路側溝内と道路上の落葉は、クマデや雪かき、ビ
ニールシートなどを使い、雨水桝に半年間で溜まった
落葉、土砂はジョレンなどを使って上げ、車の通行の
邪魔にならない車道脇まで運んだ。特に雨水桝は溜ま
った土砂が多く上げるのに手間が掛かったが、矢ノ沢
常会の方が助っ人に入ってくれ予定どおり 11 時半頃
作業を終了した。
矢ノ沢常会の方は 11 時頃までに作業を終了し、持ち寄ったアカマツの枝や稲わらで正
月飾りを作り、きより館の正月飾りまで作ってくださった。
交流食事会までには間があったので、きより館の正月飾り付けを行った。矢ノ沢常会は
地区公民館、道祖神への飾り付けを行った。
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交流食事会は矢ノ沢地区公民館前にコロナウィルス感染予防のソーシャルディスタンス
をとりテーブルとイスを設置し、矢ノ沢常会長が準備したカレーライス、鉄鍋で焚いたお
でんをメインに森倶楽部２１の作ったきのこ汁や皆が持ち寄った漬物、果物などがテーブ
ルに並び歓談した。
始めに常会長の挨拶があり「親戚の家を訪ねる機会があった。その地区も過疎化が進み
里山が整備できなく荒れていた。矢ノ沢地区は森倶楽部２１が里山整備をしているのでボ
ランティア活動の必要を感じた」と感謝の言葉があった。
最後に理事長の入れたコーヒを飲み散会した。
午後は 4 名が 1 時より行うミニ自然観察会に行き、他の者はきより館の屋外、屋内の掃
除を行い、正月を迎える準備をした。

2020 年 12 月・2021 年 1 月・2 月活動予定
未定の活動は例会時に相談して決めます。

月

12 月

日

集

合

場 所

時

間

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

2（水）

本編集部会

松南地区公民館

13:30～

4（金）

傷害保険更新事務

永田宅

10:30～

8（火）

アカマツ伐採予定地立ち合い

長峰山山頂駐車場

10:00～

9（水）

本編集部会

松南地区公民館

13:30～

11（金）

本編集部会

永田宅

13:30～

12（土）

例会

三郷公民館

13:30～

森林整備活動（作業道整備）

きより館

9:30～

冬の大祓い

矢ノ沢山の神社

13:00～

21（月）

絵本部会

島内公民館

13:30～

26（土）

第 21 回本編集会議

笹賀公民館

13:00～

9（土）

例会

松南地区公民館

13:30～

10（日）

矢ノ沢三九郎

きより館

8:30～

第 22 回本編集会議

未定

13:00～

例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

13:30～

未定

樹木札作製

未定

未定

未定

第 23 回本編集会議

未定

未定

未定
13（土）
2月

事

1（火）

13（日）

1月

行

通信 2021 年 1 月号はお休みします。次回の発行は 2 月となります。
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ミニ自然観察会報告
11 月 29 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ
コース：天平の森駐車場～天平自然園～絆橋～水田跡地～堤平～天平の森駐車場
参加者：会員 4 名
今年最後のミニ自然観察会であったが、実施日を矢ノ沢共同作業と合わせるため第 5
週の日曜日とした。通常より 1 週間ずらしたこともあり一般の参加者はなかった。
今回は、水田跡地の周りの森林整備が必要ということ
で、森林整備チームリーダーに見てもらう目的もあり天
平自然園からネジキの小径を経由して絆橋に向かった。
天平自然園では、松枯れのアカマツが 3 本も倒れてい
た。数日前の夜半に吹いた強い南風のためと考えられ
る。倒れたアカマツは、途中から折れているものと、根
こそぎ倒れているものがあり、いずれも、幹・根とも完
全に枯れて乾燥していて、太い根でも手で簡単に折れて
しまう状態であった。
ネジキの小径を進むと、遊歩道を塞いだ倒木があり、
通れるよう片付けをした。
絆橋へ向かう遊歩道沿いの林内に何本も倒木があり、
ここを通る人は結構多いので、いつ遊歩道に向かって倒
れるかわからず危険を感じた。長峰山一帯の遊歩道も含
倒木の処理
め道路への、倒木対策を早急に考えなければならない。
水田跡地は、両岸の木が茂
って暗くなり、上空から水面が見えにくくなっているので、
東岸のサクラやケヤキの株立ちは、1～2 本に整理する必要
があると森林整備チームリーダーから指摘されたが、その上
部のアカマツが倒れ掛かってきていて、今後も上部の松林か
らさらに倒れてくることが想定され、しばらく様子を見るこ
ととした。水田跡地内部の枯れかかった何本ものカラコギカ
エデは来年伐採することとした。池の上部はそれだけでも大
分明るくなるものと思われる。
その後、堤平に上がる途中に伏せてあった榾木に大量のシイタケが出ていたので全員
で収穫し、榾木周辺の整備をした。さらにキノコ園でも収穫を行い、ミニ自然観察会を
終えた。
ミニ自然観察会には、定期的に活動地を巡回することにより、動植物の観察だけでな
く倒木等の問題箇所を早めに見つけ対処できるという利点もあることを再認識した。
※訂正とお詫び：通信 11 月号ミニ自然観察会報告の記事で【確認した昆虫】に「アカボシ
ゴマダラ」と記しましたが、この種は確認していません。訂正してお詫びします。
■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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