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2021年通常総会 24年目の年輪 
理事長 永田千惠子 

24 年目の活動に入りました。NPO 法人と

しては 14 年目。そのうち長峰山での活動は

22 年目となります。 

昨年の活動を振り返ってみます。 

コロナ禍により依頼をいただけなかった

事業が多く、活動紹介の機会も減りました。 

その反面、活動範囲での保全活動は概ね

順調に行われました。3 密の避けられる野外

での活動にむしろ喜々として参加した会員

も多かったのではないかと思います。高齢

化は着実に進み、参加者も限られています

が、力を合わせて、工夫しあい、相談しあっ

て、進めてきたことが成果をもたらしてい

ると思います。 

最近の動きとしては、若い人を中心に森

林整備と薪材の活用が進み始めていること

です。かつての里山がそうであったように

山の資源が暮らしの中で活かされていくこ

とが山の手入れも進んでいくことかと思い

ます。資源情報の共有と公平な配分を心に

おいて、活動を進めて欲しいと思います。 

組織運営の面では、行政関係へ提出義務

のある書類事務を担当していた会員の退会

により、対応への戸惑いもあります。限ら

れたメンバーに負担がかかる運営を見直し

ていくことも考えていかねばなりません。 

今年の秋には、これまで「蝶の本」と呼ん

で編集してきた本が完成の予定です。2012

年から編集会議を始め、足かけ 10 年かかり

ました。浜先生にご指導をいただいた蝶の

森づくりも 20 年となります。 

 天平の森周辺の 10 ㌶の保全に加え、歩道

整備、山頂草原、矢ノ沢の森林も含めると

私たちが活動できる場はたくさんすぎるく

らいあります。地域の方、行政機関の信頼

を得て、存分に活動させてもらえる団体は

必ずしも多くはありません。そのことを幸

運と思い、新たな仲間を増やしながら、次

世代にこの里山を繋げていきたいと思いま

す。 

チーム間で連携を図りながら、みんなで

話し合いながら進めていきましょう。 
 

 

 

【通常総会報告】
2021 年の通常総会は 4 月 18 日(日)長峰山

森林体験交流センター研修棟にて行われた。 

昨年の通常総会は、新型コロナウイルス

の感染拡大を受け、急遽書面表決とし、限

られた会員で執り行われた。今年も昨年の

事態になることが懸念されたが、感染防止

対策（検温・マスクの着用・手指の消毒・使

用機材の消毒）と 3 密に配慮（密着密接を

避け換気を頻繁に行う）し、短時間に集中

した審議ができるよう努め、9 時 30 分に開

会し 11 時 10 分に閉会した。 

2021年 5月 第 226号 

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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監事にも出席いただき、正会員数24名中、

出席者 17 名・委任状提出者 7 名の全員参加

により総会が成立した。 

尚、新入会 1 名、退会 5 名との報告がな

された。 

 理事長の挨拶の後、議案書に基づき第 1

号から第 6 号議案の提案と審議が行われ、

すべての議案が承認された。 

 新年度の事業計画では、各チームそれぞ

れ計画を立てているが、チームの活動日に

こだわらず会員一丸となって活動を行うた

めに、チーム間の連携と会員への周知が重

要となる。その役の要を担ってくれていた

会員が退会したことによりホームページと

庶務とメーリングのチームリーダーが新し

くなった。 

また、里山集約化事業チームが矢ノ沢地

区森林整備協議会と名称を変え活動するこ

ととなった。尚、理事は 5 人体制で続ける。 

そして、コロナ禍の中での活動にリモート

での会議や講習を行いたいとの意見も出さ

れ、新しい試みが動き出しそうである。 

2021 年度はどんな年になるのだろうか？

まずは参加しやってみようと声を掛け合い

たい。 

 

 

 

【総会午後の研修 「調査報告書」の内容について】 
 長峰山の活動を始めた当初から、動植物

の調査を積み重ね、最初は「通信森倶楽部

２１」に掲載、2017 年からは「調査報告書」

という形で発行してきた。里山の保全活動

を基にした動植物の調査データを残すこと

で、今後の環境保全に役立てたいと考えて

いる。調査報告書の内容について学習し、

共有することで各チーム間の連携をとりな

がら保全活動を進めていきたいと考え、こ

の研修を行った。 

蝶の森から山頂草原にかけての活動の基

となる「蝶の森の草原の調査活動」につい

てと「蝶の森から山頂草原にかけてのチョ

ウのルートセンサス」について、担当の会

員から目的と現状の説明を受けながら観察

をした。改めて調査活動や作業の意味を思

い起こし、皆で共有することができた。 

その後、山頂草原西下の 2018 年から整備

を始めた疎林化エリアで今後の活動方向に

ついて確認し合った。 

帰りに、蝶の森に積んでおいた 4 月 25 日

の「キノコの駒打ち体験」で使うホダ木を

それぞれが担いで下り、蝶の森駐車場隅に

仮置きし解散した。 

 蝶の森から長峰山山頂にかけての西側の

アカマツが伐採され随分と明るくなった。

今後どう変わっていくか調査し、樹々や草

や花たちと向き合い、作業方針を立て、チ

ョウや昆虫や鳥や私たちヒトにとって居心

地のよい場所になるよう整備が出来たらい

いなと思った。 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

活 動 か ら 

 

《オオムラサキの幼虫調査》 

日  時：4 月 6 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人 【蝶の森活動】 

活動場所：堤平植樹地、蝶の森 

活動内容：植樹地Ａのオオムラサキ越冬幼虫調査、蝶の森アカマツ伐採枝の片付け 

 春の暖かい日差しの下、「白金町自然観察会」の 2 人

が加わり植樹地Ａのエノキ植栽部分において、オオムラ

サキ越冬幼虫の個体数調査を行った。三班に分かれ全員

で取り掛かり、その後通常作業に移る予定であったが、

落ち葉が多く時間がかかりそうなので午前中いっぱい

調査とした。調査は初めてという会員が最初に見た落ち

葉で幼虫を発見というビギナーズラック？に一同びっ

くり。更に白金町自然観察会の方と理事長が 20 数頭と

10 数頭という大量得点を挙げ、全体では 87 頭の幼虫が

記録された。昨年の 12 頭と比べると大幅な増加となり

嬉しい限り。増えた原因としては、食草の生長や同時に植えたクヌギ

の樹液がメスを引きつけたことなども考えられるが、今後も調査を続

けたい。 

午後は蝶の森のアカマツ伐採後の枝葉の片付けに手を付けたが量が

多く、まだまだ人手がかかりそうである。 

                             

《作業道までの倒木処理》 
日  時：4 月 11 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人 【森林整備活動】 

活動場所：堤平への道、崖下入口から作業道までの道   

活動内容：堤平への遊歩道の道普請、崖下入口から作業道までの倒木処理 

 きより館前に 9 時 30 分集合、ツールボックスミーティングを行う。 

急遽、堤平への道普請を行うこととなり、きより館より一

輪車と角スコップとバケツを運び、道の最上部に積んである

砂利を必要な部分に撒き、掛矢でたたいて固めて、スリップ

防止の処置をした。最後に軽トラックで、テストランを行い

終了とした。これで、安全に資材等の運搬ができるようにな

ったが、その都度の、安全確認は必要である。 

その後、作業道の崖下入口に移動。無くなっていた溝のグ

レーチングをセットして作業道へ軽トラを入れる。皆で作業

現場の確認をし、作業道に倒れこんでいるアカマツの倒木処

理を行った。倒木 2 本は、山側から根こそぎ倒れて、根っこ

部分が道に出てきて、谷側に幹部分が倒れこんでいる。3 本

は、根っこが山側に残って、幹部分が道に倒れこんでいるも

のである。いずれも根元部分は 30～40 ㎝の太いものである。

チェーンソーは 4 台 4 人なので、2 人一組で、作業にかかり何

とか道路部分の枯れ松を切断して、谷側に落とし込んだ。道

路に出ている根っこ部分は、幹と切り分けした後で、皆で押して谷側に落とし込んだ。谷

底に転がっていく様は壮観だった。（無論、谷の下には道路がないことは確認してある。） 

その他に、山側に倒れていた元玉 15～20 ㎝の枯れたニセアカシア 4、5 本を整理した。 

午前でこの作業を終え、3 人は引き上げた。残った 2 人は午後、もう一本アカマツの倒木

処理をし、ニセアカシア玉切り・搬出をして終了とした。 
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 今日の活動で、崖下入口から作業道に軽トラが入り、お墓から入る作業道との行き来が

できるめどが立った。あとは、刈払機で、道路上の草刈りを行うのみとなった。 

 

《樹木札仕上げ作業》 

日  時：4 月 13 日（火）9:30～14:00 天気：曇り 参加会員：6 人【絆の森活動】 

活動場所：天平自然園、きより館  

活動内容：天平自然園サクラの開花状況確認、樹木札作製（仕上げ） 

 天平自然園のサクラが満開で、昨年からの課題「南

側のサクラの影響で草原植物開花が減少しているの

で、今年の松枯れの進行状況とサクラの開花状況を見

て草原への陽当たりを確認し、サクラをどうするか検

討する」を実施すべく、最初に全員で天平自然園へ向

かい、確認を行った。病気になっている枝や枯れてい

るサクラなどに黄色テープを付けた。昨年、伐倒につ

いて矢ノ沢常会の了解をいただいてあるが、理事長を

通じ、矢ノ沢常会に再度確認をしてもらうことにし

た。 

その後、春植物の状態を確認してからきより館に戻り、2 月に樹種名を彫り込んであっ

た樹木札の名前部分に黒ペンキを塗り込み、ニスで仕上げを行った。午後から雨の予報で

あったが、時折太陽も覗き、2 回のニス塗りができ 16 枚の樹木札が仕上がった。 

並行してきより館前の花壇の手入れも行うことができた。 

 

《植樹地樹木番号の付け替え》 
日  時：4 月 20 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人 【蝶の森活動】 

活動場所：堤平植樹地、蝶の森 

活動内容：植樹地の樹木管理、チョウのルートセンサス、蝶の森整備 

 植樹地の樹木管理のため、ビ二ールテープに番号を付けて樹木の幹に直接ホッチキス止

めをしたが、木の生長に伴い、テープが切れたり、樹木に巻き込まれたりするので、木札

を麻ひもでつるすことにした。木札は、イベントに使う名札用のもの使用し、紐通しの穴

だけ空けておいた。女性陣が、今日の活動までに番号の記入、麻ひもの用意、紐通しの治

具など、万全の準備をしてきたので、仕事がはかどり、

植樹地Ａの樹木全てに番号札が付けられた。晴天で暑

い位の日だったが、風が心地よかった。 

植樹地Ｂの番号札の付け替えは後日行う予定である。 

午後は、蝶の森に移動

し、1 人はチョウのルー

トセンサスを行い、残り

のメンバーは、伐倒され

たアカマツの枝葉の残っ

ているものを、チョウの道の下側に運び棚積みにした。 

此処のエノキの下を確認したら、3 匹の幼虫が見つかった。

背中の突起は緑色になっているが、エノキはまだ芽吹いてい

ない。幼虫が木に登るのはもう少し後になるようだ。今後、このエノキも調査の対象にし

たい。 
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《矢ノ沢地区側溝さらい・他》 
日   時： 4 月 25 日（日）8:30～11:00 天気：曇り 参加会員：12 人 【きより館活動】 

活動場所：きより館、天平自然園～矢ノ沢地区お墓 

活動内容：春の側溝ざらい 

 爽やかな木々の芽吹きと所々に山桜のピンクの彩り

を愛でながら、矢ノ沢常会との交流事業で、恒例の春の

側溝ざらいを行った。早朝 8 時 30 分の集合にもかかわ

らず 12 名が参加した。矢ノ沢常会に欠席者があるため

人手不足とのことで、いつもの 2 グループ（自然園～山

の神社、山の神社～二十三夜塔）に加え二十三夜塔～お

墓までの 3 グループに分かれ、それぞれに重労働の枡

の泥上げに若者を配して行った。今年は若者の参加が

多く高齢会員は大いに助かった。加えて、昨年の冬の側

溝ざらいを丁寧にしておいたので落ち葉が少なく 11 時には無事終

了した。きより館に集まり、常会の方とお弁当をいただいて交流を

深めた。 

 尚、林産活用チームの 3 名は側溝掃除の 2 時間程前に集まり、天

平自然園西側の伐採されたニセアカシアの片付けを行った。朝日を

浴びての作業は気持ちよく、あともう 1 回の活動で片付く予定であ

る。 

 

《キノコの駒打ち》 
日  時： 4 月 25 日（日）13:00～14:00 天気：曇り  

参加会員：7 人 一般参加者 6 人【きより館活動】 

活動場所：堤平 

活動内容：きより館活動で用いるナメコの確保のためキノコの駒打ち 

 昨年 11 月に蝶の森の保全活動で伐採し、ほだ木用

に積みあげておいた丸太 30 本を、通常総会の午後の

活動終了時に全員で蝶の森から運びおろし、ナメコ菌

500 個×2 袋を堤平で小学生 3 名とそれぞれのお母さ

んの参加を得て駒うちを実施した。 

男性陣がインパクトドライバーやドリルでサクラ

やバッコヤナギのほだ木に穴を開け、子ども達が小槌

で元気よく菌を打ち込んだ。どの子も最後まで木槌を

離さず、30 本を打ち終えた。お母さん方も「こうやってやるんだね」と感心しながら、子ど

も達の補助をしていた。打ち終えたほだ木は小屋の屋根の下に積み上げ、2 週間ほどこのま

まにしてキノコ園に運ぶ予定だ。 

その後キノコ園でシイタケの収穫を楽しみ、最後に宮本から「どうだった？」と聞かれた

子ども達は即座に「たのしかった！」と叫んでくれた。 

 

 

 

 

 

 

 
タチツボスミレ 

ミヤマウグイスカグラ 
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4 月 25 日(日) 13:00～14:15 天気：曇り 

   コース：天平の森駐車場～烏帽子峰～馬車道～水田跡地～堤平～天平の森駐車場 

      参加者：会員 3 名 、一般参加者 7 名 

   

今年最初のミニ自然観察会であったが、並行してキノコの駒打ちを実施したので会員

3 人で行った。出発前に、キノコの駒打ちに参加する小学生 3 人が観察会の幟旗を見て

何だろうと集まって来た。ちょうどその時会員が捕まえたチョウを観て大盛り上がり。

駒打ち集合時間が来たので別れ、通常のミニ自然観察会に入った。 

樹々が芽吹き、カスミザクラが咲き、足元には可憐な花が観て観てと訴えている烏帽

子峰の遊歩道の状態を観察しながら足早での観察会であった。一回りして駐車場に着く

と、駒打ちが終わった子ども達が待ち構えていて何か観たそうであり、自然観察会プラ

スアルファとして天平自然園へと一緒に向かった。 

観たい、聞きたい、知りたいに応えられる力量を蓄え

られたらいいなと思いながら見送った。 

 

【今日のめだま】 

やっぱり子ども達。 

チョウを観る目がキラキラしている。 

会員の手に止まっているのが魔法みたいなのだろう。 

チョウさんありがとう。 

子ども達。いつまでも好奇心いっぱいで自然の中に飛

び込んで、自然を大好きになってね。 

 

【確認した開花植物】 

草本 アマドコロ、オオイヌノフグリ、カキドオシ、 

キジムシロ、スイバ、セイヨウタンポポ、センボン 

ヤリ、タチツボスミレ、ハコベ、ヒメオドリコソウ、 

ミヤマハタザオ 

木本 カスミザクラ、キブシ、ニガイチゴ、ミツバツ

ツジ、ミヤマウグイスカグラ、ヤマブキ 

 

【確認した昆虫】 

ハナムグリ、ミヤマセセリ、ルリタテハ 

 

 

いろんなものを発見しよう ミニ自然観察会 
次回は 5 月 23 日（日曜日）13 時～  天平の森駐車場集合 

予約不要 
 

 

 

 

ミニ自然観察会報告  

ルリタテハ 
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2021 年 5 月・6 月活動予定 
※未定の活動は例会で相談して決めます。 

月 日 行     事 集 合 場 所 時 間 

5月 

1（土） 野鳥調査観察会 天平の森駐車場 8:00～ 

4（火） 
森林整備活動 天平自然園 9:00～ 

蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（土） 例会 松南地区公民館 9:30～ 

9（日） 森林整備活動 崖下入口 9:30～ 

11（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

13（木） 
第 23回安曇野市東山地区 

松くい虫被害対策協議会 
明科公民館 10:00～ 

18（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

23（日） 絆の森活動 ミニ自然観察会 天平の森駐車場 9:30～ 

24（月） 明科高校長峰山遠足事前学習 明科高校 未定 

28（金） 明科高校長峰山遠足 きより館 未定 

6月 

1（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

13（日） 森林の里親促進事業 未定 未定 

15（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

20（日） 森林整備活動 お墓 9:30～ 

27（日） 
長峰山山頂草原草刈り 蝶の森駐車場 未定 

ミニ自然観察会 天平の森駐車場 13:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

mailto:mori21@yumedia.jp
http://mori21.com/

