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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《草原の草刈り》
日
時：10 月 6 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森
活動内容：蝶の森草原の草刈り、チョウのルートセンサス
草原の最終草刈りには時期が少し早いが、次回の天候が予測できないこともあり、今回
行った。ノコンギク、アキノキリンソウ、タムラソウなどチョウの吸蜜植物はできるだけ
残し刈払機で刈り、オミナエシの自生場所は手刈りで丁寧に刈った。ノコンギク、アキノ
キリンソウなどは少し増え、ススキは昨年より丈が高く感じた。片付けは第 3 週の活動で
行う予定である。
草原北側の拡張部分は切り株が草に隠れ
ているため、刈払機が跳ねて危険なので、
今後拡張部分の樹木伐採時には少し高く伐
って、切り株が判るようにした方が良いと
思う。
ルートセンサスで見られたチョウ類は、
秋になり非常に少なくなっているので、今
年は今回で最終とした。
かみしゃ

《矢ノ沢山の神社祭り》
日
時：10 月 11 日（日）14:00～16:00 天気：晴れ 参加会員：3 人【きより館活動】
活動場所：矢ノ沢山の神社
活動内容：矢ノ沢山の神社の祭り
矢ノ沢山の神社の祭礼は毎年 10 月の 10 日前後に行われ、森倶楽部２１も毎年声を掛け
ていただき、常会の一員のように参加している。今年は 10 日～11 日に行われ、理事長とき
より館チーム 2 名が参加した。
矢ノ沢常会からは 6 名が出席され、ケヤキの伐採や道の舗装に絡む地域の動き、すがれ
追いや雨乞いの儀式等、昔の話で盛り上がり、時の経つのも忘れるほどだった。幟旗は立
てられなかったが、本殿に飾られた花が祭りを盛り上げていた。ほのぼのとして良い時間
を過ごすことができた。
きより館の 11 月活動や作業道整備の打合せもできてなお良かった。
終了後堤平に寄り、きのこ園の下見を行った。収穫は次の活動で行う予定である。
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《天平自然園草刈り》
日
時：10 月 13 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人【絆の森活動】
活動場所：天平自然園
活動内容：草原の草刈り
青空が広がり気持ちよく作業ができた。
作業はそれぞれの分担と安全面の注意点などを打合せ
のあと開始。3
台の刈払機と手
鎌 2 人で、手鎌
組は主にレンゲ
ツツジの回りの下草と蔓の除去を担当し、他の
部分は刈払機で刈り払った。
天平自然園はキク科の花々がまだ見頃で、
「全部刈ってしまってもいいの？」と何人かか
ら声が出るほど。毎年恒例の草刈りで、この時
期は何も残さず全
刈りとしているの
だが、終了後に見回すと何種類かの花が残されていた。帰
りがけに草原の真ん中に残されたノコンギクにスジボソヤ
マキチョウが吸蜜に来ていて、温かな日差しの中を冬に向
けてたっぷり蜜を吸っている姿が印象的だった。こうした
場面を想像しながら、それぞれ草刈りを行っているんだな
楽しい休憩
と合点した。
先日の見回りで、堤平のシイタケが採り頃になっているとの連絡があったので、休憩後
2 人が堤平に行きキノコの収穫を行った。シイタケとクリタケ（北のきのこ園で片付けた
ホダギから出ていた）が採れた。シイタケは雨で傘が大きくなっていて A 級にはならない
ので、参加者 5 人で買い取った。

《刈り草の搬出》
日
時：10 月 20 日（火）9:00～13:45 天気：晴れ 参加会員：6 人 【蝶の森活動】
活動場所：蝶の森、天平自然園
活動内容：刈り草の搬出
此の所雨が多かったが、久しぶりの良い天気で、先日に刈り取ったススキなどは何とか
乾燥していて搬出ができた。刈り草を搬出するのは、来春の植物の発芽生長を促すためで
ある。
搬出の仕方は小型シートを使い、一人で搬
出するやり方が定着して、効率よく作業を進
めることができた。6 人で蝶の森と天平自然
園 2 箇所の刈り草搬出が午前中に終了した。
午後は、3 人で烏帽子峰の西側遊歩道の見
回りと、きのこ園の確認を行った。きのこ園
では、綺麗なナ
メコが結構な量
収穫できイベン
ト時のきのこ汁用にすることにした。
今年植菌し伏せて置いた 5 本のシイタケのホダギを立て掛
ける台木は、チェーンソーがあれば、簡単にできそうなの
で、次の活動の時に行う予定である。
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《長峰山山頂草原草刈り》
日
時：10 月 25 日（日）8:30～11:00 天気：曇り 参加会員：11 人 一般参加者：3 人
活動場所：長峰山山頂
活動内容：草刈りと片付け
長峰山山頂草原は、年に 2 度地元の地域住民や
長峰山に関わりのある団体が一緒に草刈りを行
い、貴重な生態系の維持に取り組んでいる。
宮中区宮本常会は 8 時 30 分集合とのことであ
ったが、役員衆はすでに作業を始めていた。
パラグライダー、ハングライダーの会も刈り終
えて搬出し始めていた。
森倶楽部２１は、東屋にて一般参加の 3 名、新会員 1 名の紹介をし、安全作業について
説明をした後作業を始めた。
晴天下で気持ち良く、作業は思いのほかはかどり予定より
早く刈り草の搬出までやり終えることができた。展望台脇は
宮中区宮本常会が刈り払ってくれたので、片付けを担当した。
パラグライダーの方が森倶楽部２１の担当区域を地際まで丁
寧に刈る場面もあり、丁重にお断りするのに苦慮した。
今回は、宮中区宮本常会が主体のためか、専門家の参加は
無く、都市計画課の担当者も主管でないため、刈り方の事前
調整が無く、地際まで刈る場所が拡がったのが気になった。
山頂草原は草原に依存する種にとって、自然環境が保全され
ている県内でも稀な場所である。そのことを念頭に都度確認
していくことが必要と思う。それぞれの思う刈り方を進めていれば、植生に影響が出ない
か心配である。
刈り終わった草原にはパラシュートが何機も広がり、賑わっていた。草原で広げるおむ
すび弁当は美味しく、会員の家族が差し入れを持って来てくれたのも嬉しいことだった。

《コープながの「森を知ろう＆火おこし体験」》
日
時：10 月 25 日（日）9:00～12:00 天気：晴れ 参加会員：2 人【森林の里親促進事
業】
活動場所：堤平
活動内容：森林の里親促進事業コープながの「森を知ろう＆
火おこし体験」
新型コロナの影響で延び延びになっていたこの催し物が開
催された。
事前準備として、担当会員 2 名が、天気を見ながら都合を合
わせ、10 月 9 日・22 日の 2 回にわたり堤平のススキ刈りと催事
に使う場所の下ごしらえをした。
当日は良い天気の下、9 家族、総勢 43 名のにぎやかな会にな
った。
今回の活動は、コープながのさんと里親契約を結んでいる北
信、東信、中信、南信の各団体がそれぞれの個性を活かしなが
ら同じテーマで取り組むもので、森倶楽部２１は中信地区を担
当した。
各家族それぞれに穴を掘って杉の葉、枯れ竹、細木で火起こしをしてもらった。点火は
マッチ。マッチは触るのも初めてという子どももいて、なかなかスリルがあったようだ。
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どの家族にも楽しみだった焼き芋(各家族で用意)は、この各家族の焚火では無理なので無
煙炭火器を使い、40 本の芋を一度に焼いた。
講師は森倶楽部２１元会員。現場経験が豊富で様々な工夫があった。特に一度に 40 本の
焼き芋をするとなると、大抵どの芋がどの家
族のものかが分からなくなることを心得てい
て、芋の投入時に自分たちの芋がどれなのか
家族ごと確認してもらっていた。
芋が焼きあがるまでの 25 分間に「メタルマ
ッチ」なる優れものを披露し、周辺のシカの
足跡や糞を観察した。
内容に手を加えて来年度以降も行ないたい
企画である。

《明科中学校登山、山頂での講話》
日
時：10 月 30 日（金）12:30～14:00 天気：晴れ 参加会員：2 人【環境学習】
活動場所：長峰山山頂草原
活動内容：長峰山についての講話
明科中学校より 1 年生が長峰山登山をするにあたり、
「長峰山についての話をしてくれな
いか。」との依頼があり、一昨年まで「自然観察講座」を担当してきた経緯もあり引き受け
た。
今回は登山に同行しながらポイントで
話をすることはせず、山頂での座学とした。
そのため、事前に登山コースの観察ポイン
トを作成して、担当の先生に送っておいた。
教室に、大きく印刷して貼り、生徒たちに
見てもらったようだ。
良い天気の下、生徒達は学校から長峰荘
経由で山頂に登って来た。生徒 49 名、先
生 5 名が午前中には登頂し、草原でお昼を
食べ、先週刈った草原を滑ったり、転げま
わったり、ハングライダー飛びだし台を見
に行ったりして楽しんでいた。
安曇野を見渡す形で草の上に座った生徒たちの前で、環境教育事業担当理事が自己紹介
の後、森倶楽部２１の活動内容の紹介、里山とその保全、山頂草原についての話をした。
時間の余裕があったので、フォッサマグナやドングリの成る木の話もできた。雑多な内容
であったので、十分に理解できたかわからないが、静かに聞いてくれていた。最後に、生
徒からの質問を受けた。
話が終わったころから雲がかかり肌寒くな
ってきたので、生徒たちは上着を羽織り、パ
ノラマパークー雲龍寺経由で下山していっ
た。
長峰山へ登るのが初めての生徒は 1 名で、
中学校の裏山で身近な存在の長峰山が持つ魅
力を少しでも心に留め成長していって欲しい
と思った。
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ミニ自然観察会報告

10 月 25 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ
コース：蝶の森駐車場～蝶の森 往復
参加者：会員 5 名 一般参加者 3 名
午前中の山頂草原の草刈りに参加してくださった白金町自然観察会の 2 名に午後駆け
つけてくださった同会の 1 名と会員 5 名の計 8 名が蝶の森で観察を行った。
浜栄一先生のお弟子さんである白金町自然観察会の方々と、チョウの道や草原の周り
を歩きながら、チョウ（主に蝶の森に少ないゼフィルス）の棲み易い森の形、整備の仕
方等について意見交換した。
また、目につかないところに潜んで
いる卵や幼虫などについて教えてもら
い勉強になった。発見には大変な根気
と労力が必要なこともわかり、もっと
若かったら・・・とため息が出た。
でも、見つけたものを観るとそんな思
いも吹き飛ぶ。私にもできるかも。

【今日の目玉】
プロが探し出したオオムラサキの幼虫！！
お休みのところごめんなさい。撮らせてね。
3 齢とのこと。まだ元気に動いていました。無事に
冬を過ごして来年会いましょう。
【確認した開花植物】
アキノキリンソウ、アズミノアザミ、ノコンギク、ヤクシソウ、リュウノウギク
【確認した昆虫】
オオムラサキ（幼虫）、サシガメ

次回は 11 月 29 日(日) 13：00 天平の森駐車場 集合
今年度最後のミニ自然観察会となります。
【おまけ】
灌木の地上 50 ㎝くらいのところに見つけた鳥の巣です。
ススキできれいに編まれています。
誰のものでしょうか？
一度しか使わないとのことなので
持ち帰って調べることにしました。
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2020 年 11 月・12 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

11 月

日

行

事

所

時

間

笹賀公民館

3（火） 蝶の森活動（堤平ススキ刈り）

天平の森駐車場

9:30～

8（日） 森林整備活動（作業道整備）

天平の森駐車場

9:30～

清水地区竹林整備 2 周年記念の集い

清水地区公民館

12:00～

10（火） 絆の森活動（烏帽子峰遊歩道整備）

天平の森駐車場

9:30～

14（土） 例会

笹賀公民館

13:30～

13:30～

蝶の森活動（支障木伐採）

蝶の森駐車場

絵本編集部会

島内公民館

14:00～

18（水） 本編集部会

松南地区公民館

13:30～

20（金） 本編集部会

永田宅

21（土） 第 20 回本編集会議

島内公民館

13:30～

25（水） さとぷろ。学校

ファインビュー室山

13:30～

17（火）

9:30～

きより館

ミニ自然観察会

天平の森駐車場

13:00～

天平の森駐車場

10:30～

1（火） 蝶の森活動

蝶の森駐車場

12（土） 例会
13（日）

9:30～

矢ノ沢落ち葉さらい、注連縄作り

30（月） 県ケ丘高校探究活動指導

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

8:30～

9:30～
13:30～

森林整備活動（作業道整備）

天平の森駐車場

9:30～

冬の大祓い

矢ノ沢山の神社

12:00～

■編集者
特定非営利活動法人
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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

場

2（月） 絵本編集部会

29（日）

12 月

集 合

正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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