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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《遊歩道の草刈り》
日
時：6 月 2 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：6 人【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森周辺
活動内容：蝶の森の草原拡張区域の確認、長峰山山頂までの遊歩道と駐車場の草刈り、
チョウのルートセンサス
懸案であった南東側の草原拡張について、植物調査担当の会員の助言のもと区域の確定
をした。区域の表示には、ピンクテープを 2 本付け、残す木にはピンクテープ、伐る木に
は黄色テープを付けた。今後順次整備していく予定である。

黄ﾃｰﾌﾟ：伐採

ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ：残す

当初の計画では、本日その
部分の整備をするはずであ
ったが、理事長の提案で遊歩
道の草刈りを優先すること
になり、草原のカモガヤの抜
き取りと山頂までの遊歩道
の草刈りを行い、午前中で終
了した。
午後はチョウのルートセ
ンサスと蝶の森駐車場の草
刈りを行った。
拡張予定地（草原の奥）
蝶の森の草原拡張区域が
確定し、今後の活動の目標が明確になったが、やることが沢山あり、実施が追い付かない
状態になりそうだ。草原のススキ刈り、植樹地Ａ、Ｂの草刈り、樹木札・案内板の設置、
草原の拡張など・・・。
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安全技術チームからの指示による KYK（危険予知活動、安全確認ミーティング）を実施
し記録をした。

《天平自然園草刈り》
日
時：6 月 9 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：6 人【絆の森活動】
活動場所：天平自然園
活動内容：天平自然園、烏帽子峰東西遊歩道入口の草刈り
9 時 30 分に安曇野市耕地林務課の職員 3 人が道標設置箇所の確認に
来られ、理事長はその対応をし、5 人は天平自然園・烏帽子峰馬車道と
西側からの入口の草刈りを行った。
草刈りを始める前に天平自
然園の開花植物の調査を行っ
たが、今年はアヤメが多く見られ、あまり目立た
ないがニガナ・シロバナニガナが可憐な花を咲か
せていた。全体に草丈はそんなに伸びてはいない
が、梅雨に入ればグンと草丈は伸びるであろうか
ら、草原を維持するためにはこの時期に草刈りを
しておく必要がある。手鎌でレンゲツツジなどの
周りを刈り、草原全体を刈払機で刈り払った。道
標設置箇所の確認を終えた理事長も合流し、2 人
で 1 時間くらいの作業量が残ったが、次回の活動
に回すことにして 12 時で終了した。
朝からハルゼミの鳴き声が響き、真夏日で気温は高かったが爽やかな風を
受けて気持ちの良い作業ができた。この時期チョウも多く見られ、今年は森
芳さんが参加しているので、チョウも記録することができている。

《作業道巡検》
日

時：6 月 14 日（日）9:30～13:00 天気：雨
矢ノ沢地区森林整備協議会から 3 名
活動場所：矢ノ沢地区作業道

参加会員：8 人【森林整備・集約化活動】

矢ノ沢地区作業道 ＊ 上にかなりの数の松
枯れの倒木を確認でき、森林整備チームの
施業場所の候補地がいくつか見つかった。
今回、会員の 1 人が初めて作業道を歩きそ
の様子に驚いていた。
作業道上の倒木については、台風シーズ
ン以降に、矢ノ沢地区協議会からも支援を
願い、草刈りとセットにして森林整備チー

ムで処理作業をすることとした。
将来的に作業道を遊歩道として活用できないか
という提案もあり、課題はあるが、模索することと
する。
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＊ 矢ノ沢地区作業道について
矢ノ沢地区森林整備事業が 2010 年から 2012 年(平成 22～24）にかけて行われ、事業で作設した作業道
で、事業地内に 7 本あり、短いもので 50ｍほど、長いもので 1 ㎞近いものもある。
現在、作業道を使っての施業はほとんど行われていない。
作業道の草刈りは一部について、矢ノ沢地区森林整備協議会とともに、刈払機の安全講習も兼ねて行っ
たことがある。
遊歩道と間違われないよう、2 年ほど前に部外者の立ち入り禁止の看板とロープを協議会で設置した。

《蝶の森草原の草刈り》
日
時：6 月 16 日（火）9:30～13:00 天気：晴れ 参加会員：7 人【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森、天平自然園
活動内容：蝶の森草原、チョウの道、天平自然園（残余部分）の草刈り、ルートセンサス
オミナエシなどの群生部分
は手刈りで、ほかは刈払機に
より草刈りを行った。アザミ
はやや増加したように感じ、
作業中にも吸蜜するキアゲハ
やヒョウモン類が見られた。
例年の草刈りによりススキが
程よい大きさになってきた。
刈り草の片付けは 7 月第一
週の活動日に行う予定。
北西側に草原拡張した区域
は、切り株が草に隠れ、刈払機
の跳ね返りが危険なので、除去するか、除去できないものは何らかの標識を立てる必要が
ある。
今年はテングチョウ、モンキチョウの多さが目立つ。テングチョウは当たり年（天敵と
の関わりによる変化）と思われる。疎林化エリアは程よい暗さと広い空間がジャノメチョ
ウ類の生息に好適で、ジャノメチョウの仲間が多種観られた。

羽化したばかり
のスジボソヤマ
キチョウ。

《長峰山山頂草原草刈り》
日

時：6 月 28 日（日）9：00～12：00

天気：小雨のち曇り 参加者：8 人
【安曇野市都市建設部都市計画課主催】

活動場所：長峰山山頂
活動内容：草刈りと搬出
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始めの挨拶は雨を避けて展望
台の中で行い、各団体配置につ
く頃には、雨も小降りとなった。
会員 8 人に加えて、穂高在住
の男性が鎌を持って参加してく
ださったことは、大変嬉しいこ
とだった。この方は趣味の登山
のためのトレーニングとして、
光城山から長峰山を毎日登山さ
れているとのことで、このよう
な形で草原の維持活動に参加し
てくれる人が増えたらよいなと
思った。
他の団体からも多数の参加が
あり、昨年より順調に全域を刈ることができた。展望棟の下部法面は、宮本地区で刈り払
ってくださり、担当区域はすべて刈り終え、搬出も終えた。

チョウに詳しい会員からよく観るように言われたチョウは、見つけられなかったが、作
業中にウラナミアカシジミを観ることができ、その美しさに感動した。
11 時半にはすべて終了したが、折角の機会なので、植物に詳しい会員と草原を歩いて植
物の観察をした。観察した植物は、夏の草刈りで草丈を押えられたことにより、花を付け
だしたとのことである。草を刈り続けてきた成果であろう。草原を維持していくことの重
要性をあらためて認識できた活動であった。
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ミニ自然観察会報告
6 月 28 日(日) 13:00～
14:00 天気：くもり
コース：天平の森駐車場～堤平～植樹地 A～駐車場
参加者：会員 3 名
今回は、堤平から植樹地 A の斜面を登りながらオオムラサキを探すことにした。
スタートした途端に天平の森入口のクリの木が丸裸になっているのに気づき、よく
見ると！！クスサンの幼虫（シラガタロウ）が枝についていた。と足元を見ると道路
や側溝にも大量の幼虫が、さらに幹を伝ってぞろぞろと幼虫が歩いて
いるではないか。他のクリの木を観察しても皆同じ状態であり、今年
は、クスサンの大発生により山栗が凶作になるかもしれない。ちなみ
にほかの木にはマイマイガの幼虫がやはりたくさん見られ、これまた
数年ぶりの大発生の兆しである。
【今日の目玉】
植樹地 A では、オオムラサキが丁度羽化したばかりで成虫とそのそばにさなぎの抜
け殻があるのを 3 頭、まだ剥けていないさなぎを 1 頭見つけた。
飛び発つのをこ
の目で見守りたか
ったのだが、いつ羽
ばたくのか見当が
つかないのであき
らめて帰ることに
した。
ここは、植樹した
エノキが成長して
オオムラサキの産地となっているようだ。このチ
ョウたちがここに戻って卵を産んでまたチョウ
になる。このサイクルが続くよう手助けをして行こうと思った。
【確認した開花植物】
ヒメジョオン（観察ルート内）
【確認した昆虫】
ウラナミアカシジミ、オオムラサキ、ホタルガ、クスサン幼虫、マイマイガ幼虫

長峰山ではとても驚くようなことが起きてますよ。
そんな発見、参加しないとわかりません！！
次回は 7 月 26 日(日) 13：00 ～
天平の森駐車場 集合
予約不要
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2020 年 7 月・8 月活動予定
※未定の活動は例会において相談して決めます。

月

7月

8月

日

行

事

集

合

場 所

時

5（日）

本編集会議

笹賀公民館

13:00～

8（水）

例会

松南地区公民館

19:30～

12（日）

森林整備活動

天平の森駐車場

9:30～

14（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

21（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

26（日）

矢ノ沢道路草刈り、ミニ自然
観察会

きより館

未定

4（火）

蝶の森活動

天平の森駐車場

9:30～

11（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

12（水）

例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

19:30～

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～

間

長峰山山頂草原のユウスゲ
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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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