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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《フキの収穫》
日
時：6 月 7 日（火）10:00～14:00 天気：晴れ
参 加 者：2 人
活動場所：堤平植樹地 B
活動内容：林産物（フキ）収穫

【きより館活動】

蝶の森活動日であったが、日曜夜からかなりの雨が
降り、森の状態がよくないだろうということで、月曜日
夕方中止となった。しかし、火曜日は前日の天気とはう
って変わって朝から晴れ上がった。いつもこの時期に
行うフキ採りが気になっていたので、急遽、蝶の森活動
参加予定の会員 2 人が植樹地 B でフキ採りを行った。
沢山生えているが細めのフキ
ここのフキは 2020 年をピークに年々細くなっている
ような気がする。これは樹木が成長して日陰が多くなったからではないかと思われる。反
して堤平のススキ原では太く大きくなっている。
毎年この時期、長峰山の林産物としてのフキの販売を楽しみに待っていてくださる方が
いるので、その分だけでもと午後 2 時頃まで収穫を行った。

《作業道の整備》
日
時：6 月 12 日（日）9:30～14:00 天気：晴れ
参 加 者：6 人
活動場所：烏帽子峰馬車道作業道
活動内容：枯れアカマツの伐採・片付け作業

【森林整備活動】

前日の大雨で足場はぬかるんでいたが、当日は好天に恵まれた。
昨年の 11 月以来の烏帽子峰馬車道作業道は下草が伸びており時間
の経過を感じた。作業道の途中には、アカマツの倒木で根が抜けた
ことによる影響で大きな穴があり、補修箇所を皆で確認した。
また、いつ倒れてもおかしくない枯れアカマツが散見され、作業
道を下る際には遠くから倒木の音が聞こえた。
作業は直径 45cm 級のアカマツ 5 本をメンバーが各 1 本ずつ伐倒
した。アカマツの枯れ具合によっては、伐倒の際、慎重に作業を進める必要があり、緊張
感のある時間となった。天気が回復したため、チルホールは使わずに伐倒作業を進めるこ
とができた。
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午後は伐倒したアカマツを玉切りし、作業道脇に整理した。
その後、陥没した場所に移動し、補修方法について全員で検討を行
った。その結果、単管パイプで支柱を作りそこに丸太を並べて強化
したところに土を入れ補修する方法をとることとし、補強用に使え
る材を確保する場所の下見を行って解散とした。

《天平自然園草刈り》
日
時：6 月 14 日（火）9:30～14:00 天気：曇り
参 加 者：5 人
活動場所：天平自然園
活動内容：草刈り

【絆の森活動】

毎年この時期に行っている恒例の草刈り。例年より全
体的に草丈が短く、南側はススキも柔らかく、北側はミ
サヤマチャヒキが目立ち、他の植物はあまり丈が高くな
いので草刈りがしやすかった。南西のアカマツとサクラ
に囲まれた場所に数カ所草が寝ていて、わずかに生えて
いる草も何か重いものが置いてあったような一角があ
った。どうやら獣の休み場所らしく、イノシシではないかと推測される。
過日安全技術チームから、刈払機の講習会を行いたいが日程が取れないので、各活動の
最初にＫＹＴ（危険予知訓練）について話し合ってほしいという提案がだされていた。休
憩時間に遅ればせながら刈払機の扱いについて、特に草が絡まったら必ずエンジンを止め
てとること、間隔を開けて機械を使う事などを確認しあ
った。
刈払いと並行してレンゲツツジに絡まっている蔓を取
り、枯れている枝を切りとった。昼前に刈払いを終え、昼
食後自然園の南側の刈草の片付けも終えることができた。
曇り空から終了と同時くらいにポツリポツリと雨が落ち
てきたが、蝶の森の立て看板に「6 月の観察ポイント」を
掲示するため、全員で草の様子を見ながら蝶の森の草原
に向かった。途中駐車場の草丈が 60～70cｍくらい伸びて
いたので 10 分ほど草刈りを行った。

《明科あやめ祭りに出展》
日

時：6 月 18 日（土）打ち合わせ 【総務チーム活動】
6 月 19 日（日）8:30～16:00 天気：晴れ
参加会員：2 人
活動場所：安曇野市明科あやめ公園
活動内容：パネル展示、あやめ祭り見物客への森倶楽部２１の里山保全活動紹介
森倶楽部２１の明科在住のＯＢから、
「明科あやめ
祭りがあるから森倶楽部２１の活動紹介と発刊した
ばかりの書籍の販売をしてみてはどうか」とお誘い
があり出展することとした。
当日は好天に恵まれ、公園の花菖蒲も満開で見物
客も大勢来てにぎわっていた。ただし、コロナ禍の影
響で出展数は全盛期と比べ、かなり少なかったよう
である。例によって大月棟梁の段取りの良さで出展
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機材は準備万端揃えていただいてあり、会員 2 人が到着するや、棟梁の指示でテント設営、
展示物セット、ロケットストーブ点火と短時間で完了できた。後は、のんびりと腰かけて
お茶を飲みながらお客様を待つばかりであった。しかし、いざ始まると、森倶楽部２１の
パネルや書籍を見て立ち止まるというよりも、ＯＢを見つけて立ち寄る方が多かった。さ
すがに明科の有名人である。それでも、長峰山や里山整備に興味をもって質問される方も
おられ、多少森倶楽部２１のこともお伝えできたといえる。他の会員や家族の立ち寄りも
あり、いろいろと話しをすることができた。蝶の森の本は売れなかったが、ＯＢの丹精し
たサニーレタスと梅の実は完売し、森倶楽部２１を紹介する良い機会を与えていただき、
楽しい一日を過ごすことができた。

《蝶の森草原草刈り》
日
時：6 月 21 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 【蝶の森活動】
参 加 者：会員 6 人
活動場所：蝶の森
活動内容：草原の草刈り及び刈り草の搬出、チョウのルートセンサス
蝶の森草原の草刈りの時期がやってきた。今年もススキ
の丈が低い。毎年中間の草刈りを行っている効果と思われ
る。刈払機 5 名に対し手刈り 1 名とちょっとバランスの悪
い構成となったが、とりあえず作業を開始した。刈払機の
数が多いため、危険防止上あらかじめ担当するエリアを決
めて、人が集中しないようにした。手刈りは、東屋周辺の
オミナエシなどが多く見られる場所を集中的に行った。
すべての刈払いは午前中に終了したため、自然園と同じく刈り草を搬出しようという意
見が出た。次の活動日に乾燥して軽くなった草を搬出するつ
もりが、長雨で湿って腐り重くなって苦労したということが
過去あったため、その日にできればそれに越したことはない。
午後は気温が高く少々バテ気味であったが、全部搬出するこ
とができた。
なおオミナエシの花芽が昨年より少ない気がするという
報告があった。ルートセンサスではスジボソヤマキチョウ
やミドリヒョウモンなど、夏のチョウが姿を見せ始めた。

《山頂草原草刈り》
日
時：6 月 26 日（日）8:20～10:30 天気：晴れ
参 加 者：会員 8 人 、一般参加者 8 人（山岳会 7 人・個人参加 1 人）
活動場所：長峰山山頂草原
活動内容：安曇野市都市計画課主催の
山頂草原初夏の草刈り
毎年恒例の長峰山山頂草原草刈りで
あるが、年 2 回のうち初夏については安
曇野市都市計画課が音頭を取り、山頂草
原に関わっている各団体に声をかけて
実施している。今年も、多くの人の参加
があった。
森倶楽部２１には、毎日長峰山に登っ
ておられて山頂草原の草刈りには毎回

山頂草原に集合した方々の一部
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参加してくださる個人参加者 1 人と、会員の所属する長野県勤労者山岳連盟自然保護委員
会の企画による「生物多様性を考える」～長峰山山頂整備体験ボランティア～の参加者 7
人が加わってくださった。
既にパラグライダーの場所は芝刈り機を
使用したように綺麗に刈られていて、その
先の宮中区の作業場所も草刈りは終わって
いた。
私たちが受け持つ南側の範囲は、手刈り
で作業する方が多く、刈り草の片付けも含
め、1 時間くらいで終了した。初期の頃と比
べるとあっけなくといった感じであった。
また、長野県植物研究会の藤田淳一さん
もお見えになり、全体終了まで短時間ではあったが、植物に関する話をしてくださった。

「生物多様性を考える」～長峰山山頂整備体験ボランティア～
加藤 寛（所属：ロックアンドブッシュ）
長野県勤労者山岳連盟の自然保護委員会学習会
として長峰山山頂整備 (草刈り)に体験ボランティ
ア参加しました。
その後、森倶楽部２１の方から長峰山、蝶の森、
天平の森を案内して頂きながら蝶を指標とした森
作りについてと、長峰山の生物多様性がどのよう
に維持にされているかを学びました。
日本の草原は高度成長期以前に比べて１/10 以下
になり、草原性の生物が減っている状況です。長峰
山も戦前は現在の 10 倍以上の草原でした。昔は人の命と生活を結び付ける場所で草刈りを
すること・草原を維持することでそこに生きる草
原性の生物も多様であったことを知ることができ
ました。
そして、草刈りの効率を考えれば、草刈機や刈払
機などの機械を使えばよいのですが、手鎌で刈る
ことが重要であるのは、意外なことでした。手鎌
で行うと刈り残しがでる、この刈り残しこそが多
様な植生を育むこ
手鎌が大切
とにつながるとい
うことでした。仮に草刈機のみでは芝生など数種の植生に
なる。逆に一番良くないのが、放置すること、最終的に森に
なってしまうとのことでした。
様々な団体が関わることにより、様々な刈り方をする（植
生を残す）ことで多様性が生まれることに感動しました。
また、森倶楽部２１が関わりだしてから、チョウはじめ、
多くの昆虫や植物の種類が増えていることは、人が山に手を入れることの重要性を
認識しました。
長峰山の生物のことを中心に学び多き草刈り体験の 1 日となりました。
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ミニ自然観察会報告
6 月 26 日(日) 13:00～14:20 天気：晴れ
コース：天平の森駐車場～天平自然園～堤平～天平の森駐車場
参加者：会員 4 人 、家族会員 3 人(内・子ども 2)
山頂草原の草刈りの午後、子どもを含む 7 人で天平自然園へ
向かいました。
自然園では会員の松田から植物
の説明を聞いたり、子どもたちは、
チョウを捕まえて上手に持ち、図
鑑を開いて調べていました。教わ
るばかりではなく調べて知る楽し
さを味わっているようでした。
途中で倒木があるとの情報が入り、興味深々、行って
みようと自然園東の遊歩道(通称ネジキの小径)で倒木に乗
ったりしながら堤平経由で天平の森駐車場に帰りました。
少し長いミニ観察会でしたが、楽しいひと時でした。

【今日の目玉】
舌で感じる味わいは野外に出て経験するのに少し勇気のいることです。
今回は、植物の専門家もいる事ですし、体験してみました。
まず、サクラの実（サクランボ？）3 種。チョウジザクラ、カスミザクラ、ソメイヨシノ
を味わいました。同じような形の黒い実です。
「あまーい」のはチョウジザクラ。他のふ
たつは「にがーい」と吐き出しました。そして可愛いい赤い実のウグイスカグラは「甘酸
っぱい！」。ウツボグサは花を引っ張っ
て抜き白いところを吸うと「ちょっと甘
い」ものがあり
ました。

サクラの実

ウグイスカグラの実
ウツボグサ

こんな体験もときにはいいかもしれません。
でも、くれぐれも わからないものを口にしないように。
似ていて毒のあるものもあります。
よく知っている方と一緒に試してみましょう。
お 願 い

次回は

山や草原の実や蜜は鳥やチョウ
や昆虫の大切な食べ物です。
採り過ぎないようにしましょう。

7 月 24 日(日)13 時 00 分
天平の森駐車場
予約不要
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集合

2022 年 7 月・8 月活動予定
日
3（日）
5（火）
10（日）
7
12（火）
月
19（火）
24（日）
2（火）
7（日）
8 9（火）
月 23（火）
28（日）

行
事
森林整備活動
蝶の森活動
森林整備活動
絆の森活動
蝶の森活動
矢ノ沢夏の道路草刈り
ミニ自然観察会
蝶の森活動
森林整備活動
絆の森活動
蝶の森活動
絆の森活動
ミニ自然観察会

集 合 場 所
きより館
蝶の森駐車場
天平自然園
天平の森駐車場
蝶の森駐車場
きより館
天平の森駐車場
蝶の森駐車場
きより館
天平の森駐車場
蝶の森駐車場
天平の森駐車場
天平の森駐車場

会員を募集しています！

※メールアドレスが変わりました。

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。
◇会費

時 間
9:00～
9:30～
9:00～
9:30～
9:30～
8:30～
13:00～
9:30～
9:00～
9:30～
9:30～
9:30～
13:00～

■発行
特定非営利活動法人
森倶楽部２１
■E-mail npomoriclub21@gmail.com
■URL
http://mori21.com/
■https://www.facebook.com/morikurabu21

正会員 ：3,000 円
賛助会員：4,000 円

一緒によい汗ながしませんか？
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