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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《野鳥調査観察会》
日
時：5 月 1 日（土）8:00～11:30 天気：曇り 参加会員：7 人 【調査報告書】
活動場所：長峰山一帯
活動内容：春の野鳥調査観察
昨年に続き丸山隆さんを講師に、野鳥の繁殖活動
が盛んになる春の野鳥調査観察会を行った。生憎の
曇り空で、いつ雨が降り始めてもおかしくないよう
な天気であったが、天平の森駐車場で始めの会を行
っているときからエナガやキビタキの声が聞こえ、
最先のよいスタートとなった。
蝶の森手前までに 3 種類のカラ類が見られ、特に
ヤマガラが目立った。
長峰山山頂草原ではウグイスの声が聞こえるか
と思ったが、野鳥とは違う音色（アルプホルン）が
聞こえてきて早々に退散、駐車場下の笹藪で 3 方向からウグイスの声を聞いた。
堤平に下る遊歩道の谷からオオルリの声が聞こえ、しばらく姿を探したが見られなかっ
た。絆橋を渡り、烏帽子峰馬車道から水平道へと歩いて天平の森駐車場に戻った。
水平道では新しいキツツキの巣穴を発見、何年か前アカゲラが営巣していたように子育
てしてくれることを期待したい。本日の確認数は 20 種であった。

《ニセアカシアの枝の片付け》
日
時：5 月 4 日（火）6:00～9:00 天気：晴れ 参加会員：3 人【森林整備・薪材活用
グループ】
活動場所：天平自然園西畑地周辺
活動内容：伐り倒してあるニセアカシアの枝の片付け
天平自然園西の畑の車道側に繁茂していたニセアカシアは、土地の所有者が伐採された
後、森倶楽部２１に薪としての利用を許可してくださっていた。
今日は森林整備チームの薪材活用グループが薪材の切り出しと残った枝の片付けを行っ
た。第 1 回目の 4 月 25 日に続き、朝日を浴びながら、気持ちのよい作業となった。ニセア
カシアの棘が大きく怪我に気を付けながらの作業であった。今回で一通り片付き、次回薪
材として搬出する予定である。
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《天平自然園サクラの伐採》
日
時：5 月 4 日（火）9:00～15:00 天気：晴れ 参加会員：6 人 【森林整備活動】
活動場所：天平自然園
活動内容：天平自然園内のサクラの伐採
昨年からの課題「南側のサクラの影響で草原植物の開花が減少している」に対処すべく、
4 月 13 日のサクラの満開時に草原への陽当たりなどを確認し、伐採するサクラに印をつけ
た。その後矢ノ沢常会に了解を得て、本日森林整備チームが伐採を行った。
枝張りの大きなものや枯れ枝が目立ったサク
ラと上部の枯れが目立つクルミの計 6 本。
当初、半日の予定であったが、会員の伐倒の
スキルを上げるため 1 人 1 本ずつ担当し、1 本
毎に全員で伐倒方法を話し合いながら、時間を
かけて丁寧な作業を行ったので午後までかかっ
た。
枝葉は草原には残さず、指定された場所まで
運び、サクラ材などは薪材として搬出した。

《蝶の森と堤平の整備》
日
時：5 月 4 日（火）9:30～15:00 天気：晴れ 参加会員：5 人 【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森、堤平
活動内容：蝶の森の伐採アカマツの片付けと歩道整備、堤平のススキの片付け
3 月に伐採した枯れ松の丸太を片付けた。残置
された林床から運び出し、山頂への遊歩道両脇に
並べ、道と林部との境界をはっきりさせた。枯れ
松とはいえ直径 20～30 ㎝、長さ 1～2ｍほどなの
で結構重かったが、女性陣のパワーで全員がトビ
を使って上手に並べた。太い丸太は動かないよう、
下側に枝などを差し込み固定したが、子供たちが
その上で遊んでいるのを見て、溝を掘って埋め込
み安全を確保した。
通る人が多い中での作業は、かなり重労働であ
ったが、作業後の充実感は半端なかった。
午後は、堤平で刈っておいたススキの片付けをした。春
先に燃やすことができなかったので、レーキでかき寄せ林
縁まで運んだり、落とし込んだりして、草原の体をなすよ
うにした。一部が残
ったが、片付けた所
との差がど うなる
か、比較観察する意
味で残す こ とにし
た。この作業も、かなり体力がいるものだったが、
皆で頑張って何とかやり遂げた。午後 2 時半位に作
業を終了し、きのこ園の様子と天平自然園のサクラ
伐採後の状況を見て、3 時に散会とした。
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《矢ノ沢お墓から崖下作業道の倒木処理》
日
時：5 月 9 日（日）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人 【森林整備活動】
活動場所：矢ノ沢作業道
活動内容：作業道の倒木処理・片付け
風が心配であったが、天気が良く順調に作業をすることができた。
先回の活動で、崖下作業道の入口からと、お墓から入る作業道との行き来ができる目途
が立ったので、道路上の草刈りを 1 人が行い、5 人がチェーンソー使い効率よく順調な安
全作業を行い、枯れ松約 20 本の倒木処理を行った。

《きのこほだ木の地伏せ作業》
日

時：5 月 11 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人
【絆の森・蝶の森活動】
活動場所：蝶の森、堤平、烏帽子峰水平道
活動内容：遊歩道沿いでカスミザクラの折れ枝除去、きのこ園の整備、
水平道定点観測場所の確認
最初に、蝶の森の遊歩道に強風で折れて垂れ下がったカスミザクラの枝を除去したあ
と、草原の観察と手入れを行った。
その後、堤平に下り、4 月 25 日に駒打ちをしたナメコのほだ木をきのこ園に運び、27
本の地伏せとシイタケのほだ木の棚の修理を行った。
心地よい風を受けながら、楽しいお昼
タイムの後、天平自然園から馬車道、水
平道の点検を行った。水平道からの定点
撮影場所のマークを、仮設のプラスチッ
ク製から竹製のものに置き換えた。特に
問題もなく、新緑の小道を野鳥の声を聴
きながらそぞろ歩くのは、とても贅沢な
時間であった。

《樹木札仕上げ作業》
日
時：5 月 18 日（火）9:30～10:30 天気：曇り 参加会員：2 人【蝶の森活動】
活動場所：きより館
活動内容：樹木札焼き印押し
蝶の森で枯れ松の片付けをする予定であったが、
昨日の雨で作業は難しいと考え、急遽、樹木札の焼
印押しをすることにした。この作業は、人手がいら
ないので、関係者に連絡して少人数ですることにし
た。結果、2 名で 16 枚の印押しが完成した。後片付
けをして 10 時 30 分に終了した。
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《ニセカシアの枝の片付け》
日

時：5 月 23 日（日）6:00～9:00 天気：晴れ 参加会員：3 人
【森林整備・薪材活用グループ】
活動場所：天平自然園西畑地周辺
活動内容：伐り倒してあるニセアカシアの枝の片付け
4 月 25 日、5 月 4 日の作業で片付けが殆ど終わっていたので、薪材として使えるものを
天平自然園の道路側に搬出し、残った枝の片付けを行った。草がおい茂る前に片付けがで
き安心している。
朝に活動すると 1 日が有効に使えるので、薪材活用グループ以外でも同様な早朝活動が
あれば良いと思う。

《天平自然園東側遊歩道(ネジキの小径)沿いの林床整備》
日
時：5 月 23 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：6 人 【絆の森活動】
活動場所：天平自然園、蝶の森・堤平～天平自然園の遊歩道
活動内容：草刈り、林床整備
天平自然園はレンゲツツジの時期が過ぎ、
緑が一段と濃くなった草原にはアヤメがち
らほらと咲き始めた。草原北側のミサヤマ
チャヒキの群生は東側に勢力を延ばしてい
た。サクラとアカマツの伐採で陽当たりが
良くなり今度どう変わって行くのか楽しみ
でもある。
コロナ禍の影響か、長峰山周辺を歩く人
が多いことと、28 日に明科高校長峰山遠足
があることから、会員の 1 人が蝶の森の入
口から草原までと、車道から堤平に下り絆
橋経由で天平自然園までの遊歩道沿いの草
刈りを行った。残りのメンバーは天平自然
園からネジキの小道周辺までの遊歩道沿いの林床整備を行った。畑地林縁部から遊歩道に
かけては、毎年場所を変えて整備を行っており、昨年の続きでネジキ周辺の左右のコナラ
やニセアカシアの除伐をし、伐ってあったアカマツの丸太を遊歩道沿いに並べた。
おばさん達は、「この丸太をここに持っ
てくるといいね」と言っているだけであっ
たが、2 人の会員が若い力を発揮し、いと
も簡単に丸太を移動させ、遊歩道沿いに並
べた。
今年は、この周辺や馬車道方向からウグ
イスの声が盛んに聞こえてくる。そんな彼
らのためにところどころヤブを残しなが
ら、あと半日もあれば林床整備は一段落し
そうだ。
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《明科高校総合的な探求の時間「長峰山遠足」への協力》
日
時：5 月 28 日（金）9:00～12:00 天気：晴れ 参加会員：7 人
活動場所：きより館、天平自然園、蝶の森
活動内容：明科高校総合的な探求の時間「長峰山遠足」への協力

【環境学習活動】

2009 年から行われている通称「明科高校長峰山遠足」は、昨年はコロナ禍により中止と
なったが、今年は万全の対策を立てて行うこととなり、そのお手伝いをした。
一昨年まで行っていた事前授業は学校で対応くださったので、遠足当日に矢ノ沢分教場
跡地（矢ノ沢公民館・きより館）、天平自然園、蝶の森の 3 箇所のポイントで生徒たちに分
教場の歴史や、里山の保全方法、手入れの重要性、そして長峰山との関わりを説明するこ
とで協力することができた。1 年生の生徒
数は 2 年前と比べ、半分近くに減っていた
が、真剣に説明を聞いてくれた。説明の後、
カードにスタンプを押し長峰山山頂に向か
う生徒たちを見送った。マイマイガの発生
で、そこらじゅうで毛虫が木からぶら下が
っていたため、自然に慣れ親しむことの少
ない生徒たちの悲鳴が、あちこちから聞こ
えていた。
スタッフの会員は経験者ぞろいで、問題
なく対応できた。また、昨日の雨で道路に
コースマークが書けなかったので、要所に
張り紙をした椅子を置いて道標としたのも
経験の賜物であろう。
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ミニ自然観察会報告
5 月 23 日(日) 13:00～14:20 天気：晴れ
コース：天平の森駐車場～蝶の森
参加者：会員 4 名、家族会員 2 名、一般参加者 6 名
会員とその家族(家族会員)、一般参加者合わせて何と 12 名。ミニ自然観察会始まって
以来最高の参加者だった。前回に続いて会員一家とその友人方のほか、天平の森の窓口
で聞かれたか、掲示を見られたかで、ご夫婦がご参加くださった。
蝶の森周辺を散策し、開花している植物や、捕ま
えたチョウをはじめとした昆虫を、森芳の説明を聞
きながら近くで観察をした。
すると興味がわいた子どもたちは、持参した小さ
な捕虫網でチョウや昆虫を捕って虫かごに入れ大事
そうに抱えていた。
子どもたちの参加があると本当に盛り上がる。一
般参加のご夫婦も、長峰山には何度かいらっしゃっ
ているようで、次回以降のお誘いをして現地で散会
した。
その後、子どもたちは虫かごから捕まえた虫たちを放ち、空になったかごを持って、
アフター観察会に親を伴い意気揚々と出かけて行った。
【今日のめだま】
子ども達とそれに触発される大人たち。
捕虫網で虫を追いかけても捕まえられない、、、
やっと捕まえた時の少し自慢げな嬉しそうな顔
、
すっかり童心にかえっていました。
子ども達からの歓声。
一緒に楽しむっていいですね。
自然観察会にこんなオマケがあったとは。
いい発見でした。
【確認した開花植物】
草本 アヤメ、エゾノタチツボスミレ、オオヤ
マフスマ、オニタビラコ、サイハイラン
シロニガナ、スミレ、ニガナ、ニワゼキ
ショウ、ハルジオン、マムシグサ、ミツ
バツチグリ
木本 コゴメウツギ
【確認した昆虫】
ミヤマカラスアゲハ、ウスバアゲハ、
コジャノメ、ヒョウモン、
ハルゼミ、エゾハルゼミ(セミは鳴き声のみ)

いろんなものを見つけよう ミニ自然観察会
次回は 6 月 27 日（日曜日）13 時～ 天平の森駐車場集合
予約不要
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2021 年 6 月・7 月活動予定
※未定の活動は例会にて相談して決めます。

月

日

事

集

場 所

時

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

2（水）

本編集会議

笹賀公民館

13:00～

5（土）

花壇・プランター（きより館）
補修作業

きより館

8:30～

8（火）

蝶の森・きより館活動

天平の森駐車場

9:30～

9（水）

本編集活動

内川様宅

16:00～

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

コープながの研修会

天平の森研修棟

9:20～

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

本編集活動

永田宅

14:00～

事務引き継ぎ

中萱公民分館

18:00～

森林整備活動

お墓

9:30～

夏の大祓

矢ノ沢山の神社

10:00～

長峰山山頂草原草刈り

蝶の森駐車場

8:30～

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

2（金）

本編集会議

笹賀公民館

13:00～

6（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

10（土）

例会

松南地区公民館

9:30～

13（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

18（日）

森林整備活動

未定

9:30～

20（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

矢ノ沢地区草刈り

きより館

8:30～

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

6月
15（火）
18（金）
20（日）
27（日）

25（日）

間

■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

合

1（火）

13（日）

7月

行

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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