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：9 月 7 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 【蝶の森活動】
参加会員：6 人＋信大生 1 人
活動場所：蝶の森、長峰山山頂疎林化区域
活動内容：疎林化区域の伐採木選定、チョウの道周辺の林床整備
蝶の森草原の手を入れてないエリア（対照区）の
説明板を設置した。これで、草原の中に藪がある理
由が一般の方にもわかってもらえるであろう。
続いて、今年７月から始めた蝶の森の北東側チ
ョウの道周辺の林床整備の仕上げを行った。手ガ
マで、不要な低木と雑草を刈って、チョウの道の
下側に搬出した。7 人で、各自がそれぞれ行い、
全員の調和がとれているのは、さすがこれまでの
経験が生かされていると感心した。
休憩後、長峰山山頂アルプス側の東屋周辺の疎
林化区域に全員で歩いて向かい、萌芽したウワミ
ズザクラの本数を減らして、樹高を低くし草原か
らの動植物の移動がおこりやすいように、伐採す
る木を選定した。伐採候補の木に黄色のテープで
印をつけ、今後安曇野市耕地林務課と実施の
検討を行い、了解が得られたら 11 月～12 月
ころ伐採する予定である。
午後は「本の編集会議」があり、そのメンバ
ーを除いた 4 人で、蝶の森の南東側の草原とチ
ョウの道の間の林内整備を行った。山頂への遊
歩道沿いから 8ｍほど西側へ、声を掛け合いな
がら残す木を決め、藪化している状態をきれい
にした。信大生も、積極的に頑張っていた。若
い人が居るのは、気持ちが明るくなっていいな
と感じた。
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《倒れたアカマツの片付け》
日
時：9 月 14 日（火）9:30～14:00 天気：晴れ 【絆の森活動】
参加会員：7 人＋信大生 2 人
活動場所：天平自然園、蝶の森
活動内容：植物調査、天平自然園からネジキの小道方面林床整備
秋を感じさせる爽やかな気候で、気持ちの良い活動日であった。
信大生を交え大人数になったので、午前中は二手に分かれて作業を行った。
植物調査には 3 人と信大生も加わり、
調査を先導する会員から植物調査の意
義や方法などの説明を受けながら、指標
植物としている 5 種の開花数調査と耕
起実験区の植生調査を行った。その他の
メンバーは天平自然園からネジキの小
道方面に向かう左手のニセアカシアの
繁茂している場所から畑地にかけての
林床整備を行った。
午後は 7 人で午前中と反対の道路側
の整備を行った。その場所にはネジキの
他に象徴的な存在のネズミサシがあっ
たが、シカにかじられ枯れてしまった。
その木を会員の指導で信大生が伐り倒した。年輪を調べると 60 年以上はたっているよう
だ。また、道路沿いの土手では、フジに巻きつかれたサクラのつるを切りながら林床整備
を行った。

天平自然園の指標植物の開花状況は残念ながら減少している。「サクラの枝が大きく広
がって、日陰を作っており、太陽光と乾燥を好む草原性の植物が育ちにくい環境になって
いるので伐採か枝おろしをしたらどうか」という提案があり、矢ノ沢地区の同意も得られ
たので、森林整備チームにより今年 5 月に西側のサクラを 5 本伐った。今年のことなので
すぐ結果が出るということではなく、今後が楽しみである。また、「耕起したらどうか」
という提案が出された。現在蝶の森の草原は 3 箇所耕起実験区を設けて調査を実施してお
り、撹乱することで草原性の在来植物が増加していることが実証されている。天平自然園
の指標植物以外でも開花数が減少している状況なので耕起を実施する方向で考えていきた
い。
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《森の小径歩道草刈り》
日
時：9 月 19 日（日）9:30～4:30 天気：晴れ
参加会員：10 人＋信大生 2 人
活動場所：長峰山山頂からパノラマパーク
活動内容：森の小径歩道草刈り作業

【森林整備活動】

素晴らしい天気で連休中ということもあり、山頂では沢山の人が秋を楽しんでいた。そ
んな中、暑さにもめげず毎年恒例の山頂からパノラマパークまでの歩道（森の小径）の草
刈りをした。山頂から塔ノ原方面へ向かう 6 人、塔ノ原城趾から上に向かって 4 人、パノ
ラマパーク方面 2 人の 3 班に分かれ作業を行った。
山頂からの班は、駐車場から山頂への階段がササで覆われている場所があり、ササを刈
って運び出す作業に時間を要した。歩道は陽のあたっている所は草がたいそう茂っていた
が、森の中はそれほど草丈もなく、順調に草刈りを行うことができた。パノラマパークは
入口の看板の地図が丈の伸びたドウダンツツジで見えない状態であったので、剪定作業に
時間を取られた。
山頂の木陰に集まってのお昼を挟み、午後 2 時 30 分に終了。歩きやすくきれいになっ
た。

《蝶の森の林床整備》
日
時：9 月 21 日（火）9:30～14:00 天気：晴れ 【蝶の森活動】
参加会員：5 人＋信大生 2 人
活動場所：蝶の森
活動内容：蝶の森の林床整備
前回手を付けた蝶の森草原南東側とチョウの道までの範囲で藪の整理を行った。残す木
についてはお互いに声を掛けながら作業し、東屋まで終了した。草原北側は刈払機をメイ
ンとして草原化を見据えた整備を行った。信大生の二人は刃物の扱いにもだいぶ慣れてき
たようで貴重な戦力となっているが、9 月一杯で終了するのは残念。
午後は伐採が必要な支障木の選定を全員で行った。
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次回は草原の草刈りを行う予定である。

支障木の選定

作業中にみーつけた！！
月一回のミニ自然観察会が雨のため中止になった。残念であるが、もうひとつの観察会
が作業中に行われていた。
天平自然園の一角に枯れマツが根こそぎ
倒れた場所がある。片付けた根の跡に生え
たヨウシュヤマゴボウを過日刈って片付け
たが、茎が生えて来たので若い力で引き抜
いてもらった。なんと、名の通り「ゴボウ」
それにしても太い。写真をアップしたら会
員からコメントがきた。「厄介者の外来種と
言われていますが、野鳥にとってはこの実
はご馳走です。アレチマツヨイグサ然り、ススキの実さえ餌のない
冬季はしっかりこれらをついばみます。」と。黒紫に熟した実を染め
物に使うことはあっても、畑の中に大きな顔をして生えてくるのは
憎たらしく、毒のある草だという事もあって目の敵にしていた。目
から鱗。あちこち生えるのは鳥の仕業か。役に立っているのだ。こ
れから少し大目に見て付き合っていこうかなと思った。
また、樹林の下草を刈っている時、
“キノコ！”の声に近くにいた
者たちが集まった。
みんな秋の賜物を期待していたの
だろうが、残念！知る限りの食用キノコではない。そこ
でくじけないのが森倶楽部。頭をフル回転させたり、ス
マホを使ったり、ああでもないこうでもないと論議し結
局結論は出ず仕事に戻る。忘れたころに、アップした写
真を見て、キノコに詳しい会員から「ナカグロモリノカ
サというハラタケの仲間で毒キノコです。」とメールが入
った。採って帰らなくて良かった。
このような作業中断に「仕事中けしからん。」という仲
間はいない。作業中の楽しみである。また後日、いろいろ
なことを知ることができるのはオンラインを使っての観
察会である。 こんな楽しみが、活動を支えている。
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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

行

事

集

合

場

所

時

間

蝶の森駐車場

9:30～

例会

松南地区公民館

9:30～

矢ノ沢山の神社本祭り

山の神社

14:00～

森林整備活動

天平自然園駐車場

9:30～

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～

31（日）

森林整備活動

天平自然園駐車場

9:30～

2（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～
9:30～
9:30～

森林整備活動

天平自然園駐車場

9:30～

矢ノ沢側溝さらい

きより館

未定

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

5（火）

蝶の森活動

9（土）
11（月）
10 17（日）
月 19（火）
24（日）

11 16（火）
月 21（日）
28（日）

草原の草刈り

「山でうまいはオケラにトトキ 里でう
まいはウリナスカボチャ 嫁に食わすは
惜しゅうござる」と昔から謡われてきた
オケラとトトキ(ツリガネニンジン)の
花。
食するのは芽。そっとしておいて・・・

トトキ

オケラ
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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
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■メール mori21@yumedia.jp
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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

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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