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 12 月 第 233 号

活

動 か

ら

《刈り草の搬出》
日
時：11 月 2 日（火）9:30～14:30 天気：晴れのち曇り
参加会員：5 人

【蝶の森活動】

あまってら

活動場所：蝶の森、 天 平 自然園
活動内容：刈り草の搬出
先月刈り取った草原のススキや草を草原外
に搬出した。作業開始のころから日差しが出て
暖かく、風も無い穏やかで快適な作業日だっ
た。
刈り草を熊手で集めて 2m 四方のブルーシー
トに積んで運び出した。草はよく乾燥していて
軽くなり、作業は随分はかどった。
蝶の森は 11 時に終わらせて天平自然園に移
動。12 時過ぎにはこちらも終了することがで
きた。
作業が終わってから、天平自然園の陽だまり
で、森林整備班作製のアカマツ丸太の椅子に腰
かけて、快適にお弁当を食べた。
午後、土田が自然園の刈り残った草を刈払機
で片付けた。
蝶の森のコナラで 5～6 匹のスズメバチが樹液を吸っている姿
を見かけた。日差しがあるとまだまだ活発に活動している姿が
見られて、今回は被害がなかったが注意が必要である。
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《標柱(道標)設置場所確認》
日
時：11 月 9 日（火）10:00～11:00 天気：雨
参加会員：2 人
その他 ：安曇野市職員 1 名、施工業者 1 名
活動場所：長峰山山頂駐車場～天平自然園
活動内容：標柱(道標)設置場所の確認

【蝶の森活動】

安曇野市に依頼していた遊歩道の道標が出来上がったので、設置場所
の確認を行うことになっていたが、生憎の大雨で活動は中止。代表して
会員 2 名が市の担当者 1 名、
施工業者 1 名と共に傘をさ
しての確認作業となった。
設置場所、標識の向きなどを決め、翌日の設
置となった。
新しい道標が遊歩道を初めて歩く人の良い
「道しるべ」になったらいいなと思った。

《草原の一部を耕起》
日
時：11 月 16 日（火）9:30～14:00
参加会員：8 人
活動場所：天平自然園、蝶の森
活動内容：耕起

天気：晴れ

【絆の森活動】

天平自然園の植物の開花個体数は残念ながら減少している。サクラが枝を大きく広げ、
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ため
である。矢ノ沢地区の同意を得て、今年 5 月に草原西側のサクラを 5 本伐った。さらに「耕
起したらどうか」という提案が出され、本日の活動となった。
小春日和の穏やかな日で、シャベルや
鍬持参で張り切って作業を開始。天平自
然園は南の道路側に間隔を開け、2ｍ四方
の区画を 3 ヵ所耕起した。シバやススキ
などが根を張り、土は思ったより硬く、
シャベルで切り込みを入れ、鍬でたたい
て軟らかくし、ひっくり返さないでその
まま置いておく方法をとった。終わりに
近づいた頃になってやっと要領を得た。
天平自然園終了後、蝶の森に移動し、
草原の東屋に向かって右手側 2 ヵ所の耕
起を行った。
現在、蝶の森の草原は 3 ヵ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。
“耕起”は思ったより大変であったが、来年に向けて楽しみが増す作業となった。
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その後、西側のチョウの道周りの不要木の
選木が残っていたので、その作業を行った。
終了後に東屋で昼食を摂ったが、陽は出て
いても風は冷たく会話が弾む間もなく解散し
た。
解散後もうひと仕事。堤平のきのこ園をみ
ること。雨が少なくどうかと思ったが、シイ
タケ・ヒラタケが少々、キノコ汁 1 回分くら
いのナメコが採れた。三九郎のきのこ汁用に
冷凍にして保存した。
シイタケはホダ木が朽ちはじめ、今年の秋
は収穫は今一つであった。ホダ木には落ち葉
がたまり、ホダ木を支える棚も古くなり、今
にも折れそうである。きのこ園の手入れをしっかりする必要性を感じた。

《作業道の整備》
日
時：11 月 21 日（日）9:30～12:00
参加会員：6 人
活動場所：烏帽子峰馬車道作業道
活動内容：作業道の整備

天気：晴れ

【森林整備活動】

秋晴れの中、先月に続き烏帽子峰馬車道作業道に
て、倒木処理、刈払い作業、ヌタ場（泥深い水たま
り。イノシシやシカなどの動物が、体表に付いてい
るダニなどの寄生虫や汚れを落とすために泥を浴び
る場所）の排水処理をメンバーが分かれて行なっ
た。
まず谷側に向かう作業道に沿って刈払い作業を行
い、作業道に掛かっている倒木などを片付けた後、数年前に倒れていた、樹高 30ｍほど
のニセアカシアの処理を時間が許す限り行なった。このニセアカシアは林産活用または薪
としての活用を検討していくこととなった。ヌタ場の排水処理では水を谷川へ逃す
作業を行った。水が作業道を横断して下
に流れているため、車両がぬかるんで進
めなくなるなど、整備箇所に影響を与え
る可能性もあるための処理であるが、今
後も経過観察を行なっていく。
作業後に、伐採木を運びだす運搬車で
あるチクスイの動作確認を行おうとした
が、バッテリーが上がって動かず、今後
関係者と整備することとなった。初めて
チクスイを見たメンバーもいて学びが多
い１日であった。
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《矢ノ沢地区、車道の側溝掃除・交流会》
日
時：11 月 28 日（日）8:30～13:00 天気：晴れ 【きより館活動】
参加会員：11 人 矢ノ沢常会：6 人
活動場所：きより館、矢ノ沢地区内車道
活動内容：側溝掃除と落ち葉の片付け、きより館花壇とその周辺の落ち葉の片付け
この秋（冬）一番の冷え込みの中、矢ノ沢地区との恒
例の側溝ざらいを行った。
天平自然園から山の神社まで、山の神社から二十三
夜塔まで、きのこ汁を作りながらきより館の周りを受
け持つ 3 班に分かれ、側溝や枡、道路の落ち葉さらい
をした。
天平自然園から山の神社までは春に側溝ざらいをし
なかったので多量の落ち葉が積もっていた。
会員の何名
かは自宅で肥
料に使うため
落ち葉を道路脇に捨てずに、袋に詰めて持ち帰った。
SDGs の取り組みであろう。皆、手慣れたもので素晴
らしいチームワークで効率よく作業を進め、11 時少
し過ぎには作業を終え、きより館に集合できた。
矢ノ沢常会の方が森倶
楽部２１の分までしめ縄
と松飾りを作ってくださ
り、きより館の玄関にしつ
らえることができ、お正月の準備が整った。
その後、テーブルと椅子を矢ノ沢公民館前にソーシャルディス
タンスをとって並べ、常会の方たちと共に、天平の森のお弁当と
きのこ園で収穫したナメコの入った温たかいきのこ汁、差し入れ
の漬物の数々、リンゴ、お菓子、飲み物などをいただきながら楽
しく交流会をした。
午後はミニ自然観察会ときより館の大掃除グループに分かれ
て活動した。

《きより館大掃除》
日
時：11 月 28 日（日）13:00～13:45
参加会員：5 人
活動場所：きより館
活動内容：きより館掃除

天気：晴れ

午後はミニ自然観察会組と分かれ、2021 年暮れのき
より館大掃除を行った。
ナナフシの死骸や外からのゴミ、ホコリで雑然とし
た室内を、掃除機、ホウキ、雑巾で、窓ガラスも含めき
れいに掃除をした。玄関の正月飾りと併せ、来年の正月
はすがすがしい気持ちで迎えることができそうだ。
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【きより館活動】

ミニ自然観察会報告
11 月 28 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ
コース：天平の森駐車場～天平自然園～ネジキの小径～落葉松の道～絆橋～堤平～
天平の森駐車場
参加者：会員 4 名 家族会員(子ども)2 名
午前中の作業の疲れと、昼食の満腹感で
ちょっと挫けそうになっていたが、常連の
夏樺ちゃんが来てくれるとのことで、慌て
て天平の森までとんでいくと、お友達の男
の子 1 人も来てくれていた。お目当ての昆
虫はほとんど見つからなかったが、子ども
たちは、丸太の皮を剥いだり、ガマズミの
実を食べたり、遊歩道沿いの丸太の上をバ
ランス歩きしたりとしっかり全身で自然と
親しんでいた。締めは堤平で小さなシイタ
ケをいくつか収穫し、今年最後のミニ自然
観察会を終えた。

今年は、ちびっ子たちの参加で一味グレードアップした観察会を行うことができた。

【今日の目玉】
朝降りた霜が、午後になっても日陰に残っていました。
キラキラと輝く霜に子どもたちは夢中。葉っぱを「お母さ
んにみせたいー」とそーっと手にとって、溶けてしまい叶わ
ないことがわかると残念そうでした。また、堤平では木桶に
張った氷をお土産にしたいと割って持ってみましたが、いか
んせん冷たい。それを、大きめの落ち葉で包んで持てるよう
にしてやると、駆けていきました。
“素手で持って、しもやけにな
らないかしら・・・” は、
老婆心のようです。

次回のミニ自然観察会は
芽吹きのころです
楽しみにお出かけください
“のしイカ？”；霜で固まった
カラマツの落葉でした
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活動の記録が本になりました

本『蝶と長峰山と私たちとー手づくりの里山再生 20 年の記録―』
と絵本『レモン色のチヨウうまれたよ』を風來舎より刊行しました。
より多くの方に手に取って読んでいただきたくお知らせします。

詳しくは
最終ページの
チラシ
ホームページ
ｍori21.com
定価 800 円(税込)
800

をご覧ください。
定価 1,800 円（税込）
税込)

2021 年 12 月・2022 年 1 月・２月活動予定
＊未定の活動は例会にて相談して決めます。
日
4（土）
12 月 11（土）
19（日）
9（日）
1月

2月

行

事

集

合 場

所

時

蝶の本拡大会議

笹賀公民館

14:00～

例会

松南地区公民館

9:30～

矢ノ沢山の神社冬の大祓

山の神社

10:00~

森林整備活動

天平の森駐車場

9:30～

矢ノ沢地区三九郎

きより館

8:30～

未定

9:30～

10（月）

「森に学ぶ」原稿締め切り

30（日）

森林整備活動

20（日）

2021 活動報告書提出締め切り

間

活動リーダー

※通信 2022 年 1 月号はお休みします。次回の発行は 2 月となります。
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
■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 正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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