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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《蝶の森の林床整備》
日
時：8 月 3 日（火）9:30～12:30 天気：晴れ
活動場所：蝶の森
活動内容：チョウの道周辺の林床整備

参加会員：5 人

【蝶の森活動】

7 月 20 日に行った作業の続きで、
蝶の森北東側チョウの道周辺の林
床整備をした。手ガマで草や、低木
を刈り、刈った枝や草を片付け、風
通しが良くなるようにした。早速、
ミヤマカラスアゲハが通り抜けて
いった。
また、刈払機で、遊歩道とチョウ
の道の草刈りもした。
天気が良く暑い日だったが、木陰
は涼しく、水分補給をしながら、や
り遂げることができた。
東屋での昼食は、いつものことな
がら、話が弾む楽しい時であった。
午後は気温の上昇が懸念された
ので作業はせず１時 30 分に散会と
した。
酷暑とコロナ禍で、世の中は大変な時期であるが、森
は安全で、幾分涼しく、家に居るより気がまぎれる。仲
間と、汗をかくのは、楽しいものだ。無理をせずに、少
しずつ継続していきた
い。
自宅で、ハチに刺され
た人がいたので、ハチ退
治スプレーを持って注意
しながら作業をしたが、
ハチはそれほど多くなか
った。
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《倒れたアカマツの片付け》
日
時：8 月 22 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ時々曇り 一時雨
参加会員：10 人＋信大生 2 人
【森林整備・絆の森活動】
活動場所：堤平、天平自然園、烏帽子峰、蝶の森
活動内容：倒木処理、絆の森一帯の見回り、蝶の森での動画撮影
8 月 14 日から 15 日にかけての集中豪雨で、長野県もあちこちで被害が出たが、安曇野市
でも大雨による土砂災害の危険性が高まってきたため、明科の 4 地区に避難指示が出され
た。幸いにも大事には至らなかったが、大口沢から長峰山に通じる林道城山線では土砂崩
れが発生し、光城山から長峰山間は通行止めになった。そのため、明科側から林道長峰線
や矢ノ沢経由の林道天平線を利用して参集した。
お盆以降久しぶりに太陽が顔を出し暑い 1 日であったが、半月ぶりの活動日で、みな張
り切って作業にあたった。
森林整備班は根村の報告を受け、
堤平に下りる遊歩道上と絆の森 2
箇所の計 3 箇所の倒木の片付けを
行った。
報告では、8 月 9 日夜から 10 日
朝にかけ安曇野市では強風が吹き、
翌日長峰山を散歩した際に、天平
の森駐車場先から堤平に下る道の
大きく曲がるところと、矢ノ沢側
の馬車道から道路を横切って絆橋
方面に入ったところで、遊歩道を
塞ぐように倒れた枯れ木を発見し
たとのことであった。既に遊歩道
堤平へ下る道の倒木
は一応通れるようには処理されて
いたが、ただ切られていただけでもう少し片付けが必要であった。もう一箇所は天平自然
園からネジキの小道方面に少し入ったところで、いずれも枯れたアカマツであった。
倒木は、リーダーの丁寧な指導のもと、チェーンソーを持つ者は安全確認をしながら玉
切り、枝を払い、信大生 2 人が谷側に棚積みしたり、トビを使って遊歩道沿いに丸太を並
べたりと、小気味よいテンポで片付けを行った。
絆の森チームは強風と大雨の後の様子を見
るために烏帽子峰から天平自然園、蝶の森を
巡回した。水平道上に枯れ木が倒れ込んでい
たが、森林整備班の手を煩わせることもなく
2 人で引っ張って片付ける事ができた。また、
林道長峰線の電線に掛かった枯れアカマツ
を見つけたので安曇野市に連絡を入れるこ
ととした。咲き始めた秋の草花を楽しみなが
ら見回ることができた。
会員の 1 人が日本景観生態学会第 31 回信
州大会で「安曇野の里山林（蝶の森）」をオ
丸太の運び出し
ンライン紹介するとのことで、そのための動
画撮影をもう 1 人と一緒に蝶の森で行った。
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参加者が多かったので予定の作業は午前中で終わ
ることができた。終了後、天平の森駐車場に集まる
と急に雨が降り出し、陣中見舞いに来てくださった
元会員と午後の観察会出席者は駐車場横の桜の木の
下で雨宿りをしながら昼食をとった。幸い雨足は大
したことが無くすぐ通り過ぎ、久しぶりにその方を
囲み四方山話に花が咲いた。
枝払い
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ミニ自然観察会報告
、

8 月 22 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ
コース：天平の森駐車場～蝶の森
参加者：会員 8 名、家族会員大人 2 名子ども 3 名、信大生 2 名、
一般参加者大人 2 名子ども 2 名

お昼の通り雨のあと晴れてきたので蝶の森へ
向かった。参加者は会員とその家族、常連の子ど
もたち、信大生など総勢 19 名で、賑やかな観察会
であった。
子どもたちは腰丈ほどもある草の中でチョウ
や虫を見つけてきては、詳しい会員を質問攻めに
していた。
また、植物に関心のある人は、植物に詳しい会
員の説明を受けながら初秋の花の観察をした。
暑い日が続いているが、長峰山では確実に秋に
向かっている気配が感じられた。
【今日のめだま】
観察会のあと、参加した子どもさんから日記が届き
ました。
素晴らしいのひとことです。
こうして書きあらわし残すこと。一生の宝物になる
に違いありません。
これからのお手本にしようかなと思いました。
【確認した開花植物】
草本 ムラサキツメクサ、アキカラマツ、オオアブラス
スキ、ウチワドコロ、ウド、オオバコ、オッタチカタバ
ミ、オトギリソウ、オトコエシ、オニウシノケグサ、オ
ミナエシ、カゼクサ、エゾカワラナデシコ、キンミズヒ
キ、クルマバナ、ゲンノショウコ、コウゾリナ、コバギ
ボウシ、シラヤマギク、セリモドキ、ヌスビトハギ、ノ
アザミ、ハネガヤ、ヒメキンミズヒキ、ヒメジョオン、
ヒヨドリバナ、ヘクソカズラ、ミズヒキ、ヤナギタンポポ、ヤブラン、ヤマニガナ、
ヤマハッカ、ユウガギク、ヨウシュヤマゴボウ、ワレモコウ
木本 アオツヅラフジ、イヌザンショウ、クサギ、クズ、タラノキ、ボタンﾂﾞル、マルバハ
ギ
【確認した昆虫など】
オオムラサキ、キアゲハ、コミスジ、スジグロシロチョウ、ツバメシジミ、ジャノメチ
ョウ、ミヤマカラスアゲハ、メスグロヒョウモン、ルリシジミ、アキアカネ、オニヤン
マ、ノシメトンボ、アブラゼミ、ミンミンゼミ、エゾゼミ、ツマグロヨコバイ
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２０２１年９月・10 月活動予定
＊未定の活動は例会にて相談して決めます。
日

事

集

合

場

所

時

間

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

第 28 回本編集会議

島内公民館

14:00～

14（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

17（金）

第 29 回本編集会議

笹賀公民館

9:30～

19（日）

森林整備活動

長峰山山頂駐車場

9:30～

21（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

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～

5（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

9（土）

例会

松南地区公民館

9:30～

11（月）

矢ノ沢山の神社本祭り

山の神社

14:00～

12（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

森林の里親促進事業（コープながの）

天平の森駐車場

9:00～

17（日）

森林整備活動

天平自然園駐車場

9:30～

19（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

長峰山山頂草原草刈り

蝶の森駐車場

9:00～

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

7（火）

9月

行

絆の森活動

26（日）

10 月 16（土）

指標植物調査

森の小径歩道草刈り

矢ノ沢山の神社祭り花こせ

24（日）

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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