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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《蝶の森整備》
日
時：6 月 1 日（火）9:30～14:00 天気：晴れ 参加会員：5 人 【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森、烏帽子峰入口
活動内容：蝶の森遊歩道・蝶の森駐車場・烏帽子峰入口の草刈り、蝶の森草原のカモガヤ
抜き取り、アカマツの枝片付け、チョウのルートセンサス
草刈り組とカモガヤ退治組に別れ、同時並行で
作業を行った。カモガヤの抜き取りは毎年行って
いるが、多数の株が生えていてたちまち肥料袋一
杯となり、持ち帰って処理するには多すぎるの
で、林内の刈り草片付け場所に廃棄した。登山道
は人の往来が多く、刈払機の扱いに気を使った。
アカマツの枝の片付けは遊歩道周辺を重点的に行
い、以前に燻
蒸処理された
アカマツを積
んである付近まで運び込んだ。
蝶の森と長峰山を結ぶ登山道は、アカマツの伐採に
より一変し、ツマグロヒョウモンやモンキチョウなど
の草原依存種も飛ぶ明るい環境となった。蝶の森を整
備にするにあたり当初からご指導いただいた浜栄一さ
んの「蝶の森草原と長峰山山頂草原を結ぶ構想」が図
らずも実現しそうな様相である。

《植樹地でのフキ採り》
日

時：6 月 8 日（火）9:30～14:00 天気：晴れ

参加会員：7 人
【蝶の森・きより館活動】

活動場所：堤平 植樹地 B
活動内容：フキ採り、植樹地Ｂ草刈り、堤平林縁部草刈り
当初 5 月末に予定していたが、フキの生育が遅く今回
の活動まで延期した。
フキは昨年よりは細くて短かったが、自然の贈り物と
して収穫した。春の降雨が少なかったのに加え、植樹地
内の樹木が成長し、陽当たりが悪くなったのも一因のよ
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うである。フキ採りと同時に樹木の周りも手鎌で刈り、刈払機をかけやすいようにした。
休憩後には刈払機 4 台で植樹地Ｂの草刈りを行った。
植樹地内のどの木にもマイマイガの幼虫がたくさん見られ、その下のフキを採るのには、
まずマイマイガを無視することだが、気がつくとたくさん服
に付いていて悲鳴があがった。
お昼はコロナ禍で不足している会話を大いに楽しみ、午後
は女性陣がフキを植樹地Ａで採取し、男性陣は植樹地Ｂの残
りと堤平草原の林縁部のニセアカシアの幼樹を主に草刈り
を行った。フキは 15Kg ほど収穫し、おわけすることができ
た。

《コープながのスタッフ研修会》
日

時：6 月 13 日（日）8:30～12:30 天気：雨のち曇り

参加会員：4 人
【安全技術活動】

活動場所：天平の森研修棟とその周辺
活動内容：コープながのスタッフ研修会において危険生物についての説明＆寄付金贈呈式
出席、トレッキング参加
森林の里親契約を結んでいるコープながのから、
「山の危険と対処法のスタッフ研修会」での講習依頼
があり、安全技術チームが担当した。
コープながのの担当者と相談し、今回山の危険とし
て取り上げたのは、危険生物として植物ではウルシの
仲間、動物ではマムシ・ヤマカガシなどのヘビである。
朝からの雨で野外講習が危ぶまれたが、丁度小降り
になり、研修棟から外に出て実際にウルシやヌルデ、
タラノキなどを見てもらいながら松尾が軽妙な語り
口で違いや特徴を説明した。ヘビは実物がないので写真を見てもらい、それぞれの特徴を
説明した。
講習は出席者約 40 名を 2 グループに分け、野外講習と研修棟内での安曇野消防署による
救急救命訓練を交互にそれぞれ約 25 分位行った。
講習後、皆が研修棟に集り、コープながのから森倶楽部
２１への寄付金贈呈式が行われた。
その後、出席者は長峰山山頂に向かった。トレッキング
中にアクシデント（雷、足をひねった、地震、熱中症、靴
擦れ）が起こったと想定し、それぞれの対処方法をあらか
じめ組んであった班ごとに話し合い発表するといったス
タイルでの研修を行った。会員は、このアクシデント対処
研修は傍観しただけであったが、参考になる内容であった。

《草原の草刈り》
日
時：6 月 15 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人
活動場所：蝶の森、天平自然園
活動内容：草原の草刈り
草原保全のためにススキの刈り払いをする。刈払機が４台
揃ったので、蝶の森だけでなく、絆の森の天平自然園まで刈
ることができた。ススキの伸びが少ないので、作業がはかど
った。毎年定期的に刈っていると、ススキの勢いは弱ってく
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【蝶の森活動】

る。タムラソウ、オミナエシ等はできるだけ刈らないように、手刈りの 2 人に配慮しても
らいながら刈ったので、少しは効果が表れると思う。
梅雨入り宣言直後の日であったが、晴れて風もあったの
で、炎天下でも気持ちよく作業できた。随時休憩をとり水分の
補給はきっちりと行った。
コロナ禍の最中であるが、森は密にならないし、気分転換に
は最高である。マイマイガの毛虫が多く、気持ち良くなかった
が、蜂は少なく、特に問題はなかった。

《矢ノ沢お墓から崖下作業道の倒木処理》
日
時：6 月 20 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ
参加会員：7 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
先月に続いての活動で、崖下口と矢ノ沢のお墓から
入る作業道周辺のアカマツなど倒木 25 本の処理を行
った。作業道自体は開通しているのだが、より安全に
通れるように支障のある木を切り、丸太を危険のない
ように移動させた。根こぎの大径木はチルホール（手
動ウインチ・巻き上げ機。重い物、深い穴の中の物な
どを持ち上げるのに使う。)を使用して片付けた。
本日で作業道整備作業は終了した。

《矢ノ沢山の神社

夏の大祓い》

日
時：6 月 20 日（日）10:00～11:00 天気：晴れ
参加会員：3 人【倶楽部代表参加】
常会：5 名
活動場所：矢ノ沢山の神社
活動内容：夏の大祓いへの参加
矢ノ沢地区の行事「山の神社 夏の大祓い」に森倶楽部２１理事長、副理事長、きより
館チーム代表の 3 名が参加し、常会の方々と、後半期も安全に活動できるよう祈願した。
朝方からぱらついていた雨もすっかり上がり、緑爽やかな境内で久々に顔あわせができ
た。
常会の方々はみなお元気だった。コロナ自粛期でもあり、お茶での歓談であったが話は
尽きなかった。このような機会でこそ伺えることもあり、和やかな祝いの席を持てたひと
時であった。

《花壇のプランター作り》
日
時：6 月 20 日（日）12:45～15:15 天気：晴れ
参加会員：5 人【林産物活用活動】
活動場所：きより館
活動内容：花壇補修とプランター製作
きより館の花壇とプランターがかなり傷んできて、きよ
り館チームから何とかしてほしいという要望があり、6 月 5
日にチェーンソーで製材した材を使い花壇の補修を行っ
た。プランターは 6 月 5 日に 1 個製作してあったのに加えて
さらに 1 個製作した。
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材を運ぶために、軽トラをバックで作業道に入れたところ、朝までの大雨で弱っていた
路肩をタイヤが踏んで少し崩れ、ハンドルが取られたために路肩を踏み外した。チルホー
ルを使って引上げたが、雨上がりの作業道は注意が必要である。

《長峰山山頂草原草刈り》
日
時：6 月 27 日（日）9:30～10:30 天気：曇り 参加会員：9 人【蝶の森活動】
活動場所：長峰山山頂
活動内容：草刈りと刈り草の片付け
年に２回行われている長峰山山頂草原の共同草刈り
である。昨夜降った雨はすっかり上がり、日差しが無
かった分作業はしやすく、各団体から大勢の参加があ
り、予定より早く終了した。森倶楽部２１も会員に加
え、長峰山を毎日のように歩いておられる方や、イベ
ントの度に参加してくださる美ヶ原パークボランティ
アの方が参加して総勢 11 名。さとぷろ。サポーターの
参加も例年より多く、担当区域では各団体からの応援
もあり、入り交じっての仕上げ作業はにぎやかであっ
た。
若いパワーがみなぎる草原の草刈りが、安曇野市の夏の風物詩になっていったら良いな
と心から思った。
予定より早く終わり、注文した弁当の受け取りまでに時間があったので、蝶の森と天平
自然園の二手に分かれ、前回刈り置いた草を片
付けた。懸案だった片付けまで終了させること
ができ、美味しい弁当昼食の後、きより館の花
壇整備と恒例のミニ自然観察会へと分かれた。
植物専門家の藤田さんの話では、刈り続けて
いる成果が植物の出現に繋がっているとのこと。
20 年前に松田行雄先生に教えていただいた植物
は一旦観られなくなったが､再び出現した。人が
適宜に関わることによって多様な種が存在する
ことをあらためて気づかせてもらえた草刈りで
あった。

《きより館花壇整備》
日
時：6 月 27 日（日）13:00～14:10 天気：曇り
参加会員：3 人【きより館活動】
活動場所：きより館
活動内容：花壇に花苗の移植
林産物活用チームが作製した花壇とプランターに、会員
のお父さんが丹精込め育てられた花の苗を移植した。いた
だいた花の苗は、マリーゴールド、サルビア、百日草大・
小、朝顔。朝顔を除く全種を配置よく植えたつもりだが・・・
どのように成長するか楽しみである。カラマツ製の新しい
花壇はとても明るく、素敵になった。
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ミニ自然観察会報告
、

6 月 27 日(日) 13:00～14:30 天気：曇り
コース：天平の森駐車場～堤平
たち
参加者：会員 4 名、家族会員 2 名、一般参加者 2 名
梅雨らしく雨の続いている中での 6 月のミニ自然観察会。当日も雨
の予報となっており開催できるか微妙な状況であったが、なんとか天
気は持ちこたえてくれた。
今回も 5 月開催時と同じ子どもの参加があった。
開始前、子どもから「前回より長い時間やって〜」と開催時間延長
のリクエスト。他の参加者の承諾を受け 30 分延長し、1 時間 30 分の
ミニ自然観察会となった。
いよいよミニ自然観察会の開始。
時間的に少し余裕もあるので色々な場所を観察できると思ったが、子どもたちが参加し
ているとそうはいかない。子どもたちは、大人の気づかない細かなものにも反応し、
「これ
なぁにぃ〜?」と質問攻め。開始から 20 分経過した時点で、スタート地点から 30 メートル
ほどしか進まない。
子どもたちの洞察力に感心すると共に、質問全てに答えるリーダーの知識の深さには感
服するばかりであった。他の会員も知識向上に努めて、もっと観察会を盛り上げていけれ
ばと思った。
目的地の堤平に到着する道中でも多くの虫や植物と蝶を捕獲し、名前や特徴を確認しな
がら進んだ。堤平では期待していたオオムラサキは発見できなかったが、ヤマホタルブク
ロの花を使った昔ながらの遊びをしたり、花飾りを作ったり賑やかで充実したミニ自然観
察会となった。
【今日のめだま】
遠い昔のことで忘れていました。しゃがんで物を探す子どもの
目の高さを。大人が膝をついて屈んでも追いつかない目線の先
にある物は・・・。
道を這ったり葉に隠れたりの小さな虫たち。そして、それらに
対する大きな好奇心。
素晴らしい世界です。
大人も一緒に楽しみましょう。
【確認した開花植物】
草本 アカツメクサ、オオイヌノフグリ、クサフジ、クララ、クルマバソウ、サワギ
ク、シロツメクサ、セイヨウタンポポ、タツナミソウ、ナヨクサフジ、ハルジオ
ン、ヒメジョオン、ヒレアザミ、ヘビイチゴ、ミヤコグサ、ヤマホタルブクロ
木本 ヤマボウシ
【確認した昆虫など】
キタキチョウ、キマダラセセリ、スジグロシロチョウ、テングチョウ、ヒオドシチョ
ウ、ベニシジミ、モンキチョウ、ヤマトスジグロシロチョウ
ガガンボ、シリアゲ、ツチバッタ
ウグイス（鳴き声のみ）

次回は

いろんなものを見つけよう ミニ自然観察会
7 月 25 日（日曜日）13 時～ 天平の森駐車場集合
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ミニ自然観察会 おまけ
ピンと突っ立ったままで疲れない？
以前の活動の際、お昼ご飯を
みんなで食べている時にふと目
の前のコブシの幼樹に、不自然
な突起を発見。
よく見ると、どう見てもこれは
イモムシ。枝に抱き付いている
側に足らしきものはあるが、先
端側には足も頭もわからなかった。後から調べてみる
と、オオアヤシャクというガの幼虫だった。ホオノ
キ、コブシ、タムシバ、モクレン、オオヤマレンゲなどのモクレン科を食草とする。ホ
オノキの先端の頂芽に擬態して付くのだそうだが、頂芽は 1 本しかないのに、2 本付い
ているのでバレバレ！？でも、天敵の鳥にはわからないのかも。

2021 年 7 月・8 月活動予定
※未定の活動は例会にて相談して決めます。

月

7月

日

事

集

時 間

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

天平の森駐車場

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～

3（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

10（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

15（日）

森林整備活動

未定

9:30～

17（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

18（水）

本編集会議

笹賀公民館

13:00～

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

22（日）

会員を募集しています！

■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

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

2（金）

25（日）

8月

行

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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