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！

2021 年 4 月 第 225 号
活

動 か

ら

《会報・調査報告書印刷》
日
時：3 月 1 日（月）10:00～15:40 天気：晴れ 参加会員：10 人
活動場所：庄内公民館
活動内容：「森に学ぶ」「調査報告書」印刷・製本作業
活動のメインイベントは、入館時の手指消毒から始ま
った。無論、マスク着用は昨年同様である。ああ、コロ
ナ禍が始まってもう一年が経過したのか！と改めて実感
する。10 名の参加を得て作業は順調に進み、お昼前には
第 23 号が完成した。例年と同じく、
「2020 年度調査報告
書」印刷製本も並行実施し、こちらも昼食を挟み 14 時過
ぎには完了した。
この活動は、長峰山での活動に参加できない会員も世
間話を交えながら活動の近況や長峰山の様子を生で聞く事ができる良い機会であり、大事
な活動の一つであることを認識できる場である。

《アカマツ伐採状況確認》
日
時：3 月 10 日（水）10:00～12:00 天気：晴れ 参加会員：6 人
活動場所：蝶の森～長峰山山頂
活動内容：活動エリアのアカマツ伐採状況の確認他
安曇野市職員・松本広域森林組合職員の 3 名と蝶の森か
ら長峰山山頂のアカマツ伐採状況を確認した。
昨年 12 月から始まった安曇野市による長峰山のアカマツ
伐採事業のうち森倶楽部２１活動エリアの伐採はほぼ終わ
り、搬出作業が残っている状態だった。
さすがにプロと思われる伐倒
で、広葉樹へのダメージは少ない
ように見受けられた。
蝶の森からアルプスが眺望できるようになり、安曇野や山頂から
の生き物の動きにどのような変化がもたらされるか楽しみであ
る。
今回の事業範囲(林道上部 30ｍ以内)外にある遊歩道沿いの枯マ
ツも安曇野市で早急に対応してくれることになり、倒木の心配は
伐採前
少なくなる見込みである。
-1-

また、市の職員に水田跡地法面の伐採予定木についてご意見
をいただいた。この場所については所有者を確定してからの作
業となるので、市からの連絡待ちである。
春植物生息地の枯れスギ葉を片付けて活動を終わりとした。
活動中にスジボソヤマキチョウ、ヒオドシチョウ、テングチ
ョウなどが見られた。また、間近に見られたイスカの雄は、胸
から頭にかけての緋色が際だって目立ち、襲われないか心配な
ほど艶やかであった。水田跡地には猛禽類か獣に襲われた鳥の
羽が散乱していた。

《林産物の利活用》
日
時：3 月 20 日（土）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：4 人【林産物活用活動】
活動場所：蝶の森
活動内容：蝶の森で伐採したアカマツを使って木ロウソクの試作研究
木ロウソクを普及させることを念頭に、木ロウソ
クの作り方・使い方をアドバイスできるようになる
ために、チームメンバーのみで試作研究した。
スリットをどのように加工するのがよいかを中心
に、複数の加工方法を試し、安全に、正確に作る方
法を見出せた。又、水分計を使って木ロウソクの含
水率測定を行った。継続的に含水率を測定し、乾燥
状況の経時的変化を調べることにした。
作り方に関しては目処が立ったので、会員に呼びかけて作業道の倒木を使っての木ロウ
ソク作り、燃焼体験などを企画する予定である。
日
時：3 月 20 日（土）13:30～15:30 天気：晴れ 参加会員：5 人【林産物活用活動】
活動場所：蝶の森
活動内容：蝶の森で伐採した木をチェーンソーミルで製材
チェーンソーミルを使って平坦な場所でない所での製
材に挑戦した。
アカマツは、伐倒後 1～2ｍに玉切りされ、枝葉も払わ
れていて、チェーンソーミルを使って製材しやすい長さ
で横になっていたので、その状態を利用して製材した。
製材後、本体から板材を切り離しベンチに活用予定であ
る。
コナラとサクラは、高めに伐採された切り株に 183 ㎝
に切ったそれぞれの丸太を左右のバランスをとって乗
せ、カスガイで固定して製材した。丸太のセンターを固定しただけのため、製材中は丸太
の両端を人が支えた。板材は樹木札として使う。
山の中へ台を持ち込まずに製材できることを確認できたが、今後の工夫・改善の余地も
有る。樹木札は、まだ必要なため今後も工夫しながら、製材予定である。

《天平自然園倒木の処理状況確認》
日
時：3 月 23 日（火）9:00～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人
活動場所：天平自然園～水田跡地 蝶の森活動
活動内容：重機通り道の確認、蝶の森アカマツ伐採打合せ
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【絆の森活動】

天平自然園内に 2020 年 11 月強風で倒れたアカマツ 3 本とその後に倒れたアカマツ 1 本
を安曇野市が片付けてくださることになり、重機の通り道と片付け場所などについて確認
を行った。
安曇野市林務課から 2 名、業者は明科の山一造園で、ミサヤマチャヒキやベニバナイチ
ヤクソウなど、なるべく影響のない場所を通っての作業をお
願いした。
重機が入ったので、植物に影響がないわけではないが、丁
寧で迅速な作業をされていた。
その後、前の所有者から山林を引き継がれた新しい所有者
の方とお会いし、お考えを伺ったり、森倶楽部２１の活動を
知っていただくよう話合いを行った。すでに天平自然園の北
側と西側の畑地の周辺は、ニセアカシア等を伐って整備され
ていた。水田跡地東側斜面のサクラやコナラの伐採について
も了解をいただいた。
絆の森の状況確認が一段落したので、蝶の森に移り、東側のチョ
ウの道に近いところの枯れアカマツ１本を伐採していただくこと
になり安曇野市の職員と確認を行った。
今回安曇野市は、天平自然園の枯れていないアカマツに試験的に
樹幹注入を行い、絆の森・蝶の森一帯の各所に松枯れの注意喚起を
促すポスターを掲示した。
薬剤の樹幹注入

《蝶の森アカマツ伐採木の処理、絆の森水田跡地東斜面伐採木の片付け》
日

時：3 月 28 日（日）9:30～11:00 天気：曇り 参加会員：9 人 【森林整備・絆の
森活動動】
活動場所：蝶の森、絆の森水田跡地東斜面
活動内容： 蝶の森草原内のアカマツ伐採木の処理、薪材搬出、水田跡地東斜面の伐採木の
片付け
最初に、蝶の森草原の植物の芽吹きが始まる前にと、
草原内に伐採されているアカマツの処理から行った。
草原の真ん中に象徴のようにスクッと立っていたア
カマツ 2 本の松枯れが進み、枝や松かさが頻繁に落ちる
ようになり全枯れも時間の問題となってきたので、長峰
山周辺のアカマツ伐採事業時に
合わせ、安曇野市に伐採を依頼
していた。2 本とも切り口は長
径 55 ㎝前後・短径 45～50 ㎝の
いびつな楕円形、胸高直径 45 ㎝、樹齢 65・6 年であった。1ｍ～2
ｍくらいに玉切りされた丸太を人力と鉤鳶口 3 本を上手く使い草
原と遊歩道の境まで移動させ細い材などをかませて固定した。太いアカマツなのであちこ
ちでちょこっと腰かけて休憩する良い場所ができた。また、3 月 20
日に林産物活用活動でチェーンソーミルを使って板を製材したも
のがちょうど良いベンチになり、山頂に繋がる遊歩道沿いに固定す
る予定である。
その後、風が強く雨の心配もあったので、ホダ木の運搬作業は順
延し、二手に分かれて作業した。
蝶の森に残った班は伐り倒されているコナラやサクラ材を薪材として搬出した。もう 1
つの班は、絆の森の水田跡地東斜面と畑地の間に伐採されているニセアカシア等の薪にで
きる物を畑との境にまとめ、枝葉は水田跡地の東上まで運び棚積みにして片付けた。
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樹木をどかすと蕾を付けた春植物が現れ、ぎりぎり間に合って一安
心した。
また、土地所有者の方も作業されていて、道路際から畑に倒してあ
るニセアカシアは薪材として持っていってもよいとのことであった。
11 時過ぎに風が強く、雨模様になったので終了とした。

2021 年 4 月・5 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
2（金）

4月

事

集

会計監査

時 間

永田宅

10:30～

天平の森

10:30～

矢ノ沢地区森林整備協議会役員会

6（火）

蝶の森活動（オオムラサキ調査他）

天平の森駐車場

9:30～

10（土）

例会

松南地区公民館

9:30～

11（日）

森林整備活動

きより館

9:30～

13（火）

絆の森活動（樹木札塗装）

天平の森駐車場

9:30～

18（日）

通常総会・研修会

長峰山森林体験交流センター
研修棟

9:00～

19（月）

第 24 回編集会議

笹賀公民館

13:00～

20（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

矢ノ沢地区春の側溝ざらい

きより館

8:30～

キノコ駒うち ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

1（土）

野鳥調査観察会

天平の森駐車場

8:00～

4（火）

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

きより館

9:30～

11（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

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事業

明科高校

未定

28（金）

明科高校長峰山遠足

きより館

未定

30（日）

きより館活動

天平の森駐車場

未定
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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 場 所

4（日）

25（日）

５月

行

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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