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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《樹木札の交換作業》
日
時：8 月 2 日（火）9:30～13:00 天気：晴れ
参 加 者：6 人
活動場所：蝶の森
活動内容：樹木札交換・林床整備

【蝶の森活動】

活動日の天候不順で 2 回ほど中止になり、久しぶり
の活動であった。
課題になっていた蝶の森の樹木札交換を最優先に
行った。担当者が事前に在庫を調べてあったので、効
率よく作業を進めることができた。札と杭の取り換え
5 枚、杭の取り換え 5 本を行
った。杭打ちが課題であった
が、女性陣が交互に頑張って
打ったので、予定どおりにできた。そのあと、蝶の森の北東側の林
床の整備を行い、午前中で終了とした。
春から準備ができていた樹木札の取り換えができて、一安心。
まだ要交換の古い樹木札があるので、雨天の活動日や冬季に時間
確認しながら林床整備
をとり、札の作製を行っていく予定である。

《アカマツのかかり木処理》
日
時：8 月 7 日（日）9:00～12:00 天気：晴れ 【森林整備活動】
参 加 者：7 人
活動場所：天平自然園遊歩道、堤平に下る遊歩道脇の森林
活動内容：枯れアカマツのかかり木処理、森林整備
好天に恵まれたが、湿度がとても高く、メンバー皆汗だ
くになりながら作業を行う 1 日だった。
天平自然園ネジキの小径から遊歩道に出る手前のアカマ
ツが倒れてかかり木となり、遊歩道利用者には危険な状態
になっていた。午前中はこのかかり木処理とその作業に支
障を来す木の伐採を行なった。対象となるかかり木の上部
がその周辺にある木の葉で覆われていたため、アカマツの
どの部分がどの木にかかってっているのか判別するのが難
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倒木

どう伐採するか検討

しかった。判別後、まずコナラとケヤキを処理した。ケヤキは株
立が３つに分かれたその真ん中だけを伐採するということで、残
す両側の木により、通常必要なチェーンソー作業のスペースがな
く、伐採の際はチェーンソーの上部の刃を使って伐るという普段
できない経験をした。かかり木となっていたア
カマツは地上部分から玉切りを３回行い、チル
ホールで牽引し、地面へ落とし処理を完了し
た。
午後は、堤平に下りる遊歩道(作業道も兼ねる)
脇の森林整備を行なった。道の山側の木が大きく
なり枝が道に張り出して邪魔になってきていた。
また湿気がこもり、道がぬかるむことが多々あり
作業車の通行を妨げていたため、草刈りおよび支障木の伐採と撤去を行
い、風通しを良くした。
伐採した木は、10 月に予定している、ながのコープさん主催、森倶楽部２１担当の
「森の学校・たき火でカレーライス」や樹木札の杭、薪などに利用するため後日仕分けし
た後片付けることにし、本日の活動は終了とした。

《遊歩道整備》
日
時：8 月 9 日（火）9:30～14:00
参加会員：6 人
活動場所：烏帽子峰
活動内容：登山道・水平道草刈り

天気：晴れ

【絆の森活動】

風はあったが、朝から暑く猛暑日が予想されていた
ので、予定していた午前中に日の当たる植樹地 B の草
刈りは取りやめ、烏帽子峰の遊歩道沿いの草刈りを行
うことにした。
最初は 2 手に別れ、1 人は 6 月に刈
った草がもう 50cm ほどに伸びた蝶の
森駐車場と、烏帽子峰入口から水平道
の草刈りと遊歩道を覆うように伸び
ている木の枝払いを行った。残りのメンバーは烏帽子峰西側登山道の刈
払いと刈り草の片付けを行った。
昼食を挟んで、続きの水平道、登山道の草刈り
と刈り草・切り枝の片付けを行った。道はすっき
りしたがこの暑さと雨で、また草が伸びてくるこ
とだろう。
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烏帽子峰の西側ピークは松枯れで数本アカマツがなくなり、明るくなってオオアブラス
スキなどの草原植物が見られ、その中をミヤマカラスアゲハやキアゲハが舞っていた。
終了後、7 日に森林整備チームが活動した堤平へ下る右手斜面の整備状況を確認した。行
く手を阻むように垂れ下がっていた枝は綺麗に整理され、明るくなり見通しが良くなって
いた。

《植樹地 B 草刈り》
日
時：8 月 23 日（火）9:30～14:00 天気：曇り【蝶の森活動】
参 加 者：会員 4 人
活動場所：堤平
活動内容：植樹地林床整備
お盆が過ぎても、残暑は厳しく、天候もよくない日が続いて、
気持ちよく作業ができる日が少ない。今日も曇り空で、すっきり
しない日だが、陽が照らないだけでも良しとしようと背丈以上に
伸びた植樹地の入口へのススキを刈ることから取り掛かった。植
樹地 B の樹木の下の草丈は 50 ㎝ほど、陽の当たる場所にはニセア
カシア、シンジュ、ヨウシュヤマゴボウ、ススキなどが繁茂し難
儀であったが、休憩をとりながらも昼食前には植樹地 B 内の草刈
りの目星がついた。昼食の美味しかったこと！！
昼食後には植樹地 B の続きと堤平に下りる道とその
下斜面・堤平のススキ原の一部の草刈りを行った。汗
をかきながら何とか最低目標はクリアできた。道の拡
張整備もしたかったが、手が付けられなかった。なる
べく早く整備したいと思う。
いつも軽トラで刈払機など機材を運搬するのだが、
今日は軽トラと運転手はおらず、道路状態も良くなか
ったので 4 輪駆動車でも堤平に下りる勇気はなくて人
力で運搬した。道が整備されていたら・・・。
この汗も少なくて済んだだろうか。

刈払機を担いでの移動

クサフジ
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《コープながの企画イベントの予行演習》
日
時：8 月 28 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ時々曇り
参 加 者：8 人
活動場所：堤平
活動内容：10 月 22 日（土）のコープながの主催
「たき火」の予行演習。
定例の絆の森活動日だったが、10 月 22 日（土）に
開催を予定している森林の里親事業の企画について
予行演習を行い、内容について検討する作業に変更
した。
手順の説明
まず、地面に深さ 10cm くらいの縦長の穴を掘り、
それを挟むようにハの字に直径 10～15cm くらいの丸太を置き、ハの上部に鍋を置けるよう
にセットし火を起こす。4 箇所で行ったが、穴の深さや幅などで鍋の置き場所や火力の違い
もあり、苦戦する場所もあって、当日は初めて火を起こす親子などもいれば苦戦しそうで
ある。火を起こし鍋さえ掛けられれ
ば後は楽勝！
鍋にはポリ袋が直接底に当たらな
いよう皿を置き、お湯が沸騰したと
ころへボリ袋に入れた食材を入れ、
25 分～30 分ほどでできあがり。
空気を抜いてしっかり縛る

米と水

食材と水

魚肉ソーセージカレー

今回は予行演習だったので、カレーとスパゲティのポリ袋炊飯用の食材を用意し試して
みた。無洗米は水の量を 2 割増しと 3 割増しで、時間も 25 分でお湯から上げたものや 10
分くらい蒸らす方法なども試した。カレーは固形のカレールーをそのまま使用すると塊が
残ってしまうので、なるべく細かくしてから混ぜ合わせて入れるとよい。茹でるだけで結
構美味しいカレーライスを食べることができた。段取りや企画内容の再検討に非常に有意
義だった。
今年のコープながのの企画は家族ごとにたき火をメインに、沸かしたお湯でカレーライ
スということで開催したいと思う。
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ミニ自然観察会報告
8 月 28 日(日) 13:00～14:30 天気：曇り
コース：天平の森駐車場～天平自然園
参加者：会員 8 人 、家族会員 5 人(内・子ども 3)、非会員 2 人(子ども 2)
家族会員の 2 家族 5 人とそのお友達 2 人が参加して、
今年度最も多い人数の参加がありました。
始めは少し涼しいためか、セミの声もあまり聞こえ
ませんでしたが、徐々に気温が上がってきて、自然園
に着くころにはミンミンゼミの鳴き声がにぎやかにな
りました。チョウもちらほらと出てきてくれました。
自然園に着くと子供たちは何故か会員の一人に興味が
集中してくっつきまわっていましたので、大人たちは
花や昆虫などじっくりと自然観察ができました。
【今日の目玉】
8 月も末になると秋の花が咲き出します。その中で不
思議な花（？）に目が留まりました。「これなあに？」と
の問いに「ボタンヅル」の答えが返ってきました。
？？？？ボタンヅルってこんな花だったっけ・・・
これは、花の後の花柱でこの中の実が熟すと羽毛状に
なり開いて飛び立つとのこと。
羽毛の姿を観察できる時期にボタンヅルに会えればい
いなと、ひとつ楽しみが増えました。
花

【確認した開花植物】
草本 アオツヅラフジ、アカツメクサ、イタドリ、イノコヅチ、オトコエシ、カワラ
ナデシコ、カワラケツメイ、クサフジ、コウゾリナ、コバギボウシ、コマツナギ、シ
ラヤマギク、シロツメクサ、ツリガネニンジン、ツルボ、
トモエソウ、ヌスビトハギ、ノコンギク、ヒメジョオン、
ママコノシリヌグイ、ミズヒキ、ツユクサ、ヨウシュヤマ
ゴボウ、ユウガギク
木本 クサギ、ヤマハギ
ママコノシリヌグイ

【確認した昆虫など】
キタキチョウ、コジャノメ、ジャノメチョウ、スジグロシロチョウ、ツバメシジミ、
ヒメウラジャノメ、ヒョウモン sp.
アキアカネ、オニヤンマ、シオカラトンボ、ホソミオツネントンボ

いろんなものをみつけよう！！
次回は

9 月 25 日(日)13 時 00 分
予約不要
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ミニ自然観察会

天平の森駐車場
雨天中止

集合

2022 年 9 月・10 月活動予定

9
月

日
3（土）
6（火）
11（日）
13（火）
18（日）
20（火）
25（日）
4（火）
8（土）
9（日）

10
13（火）
月
18（火）
22（土）
23（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（植物調査）
長峰山山頂～ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ草刈り
蝶の森活動
長峰山山頂～ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ草刈り
ミニ自然観察会
蝶の森活動（植物調査）

集 合 場 所
きより館
蝶の森駐車場
天平の森駐車場
天平の森駐車場
ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ看板付近
蝶の森駐車場
長峰山山頂駐車場
天平の森駐車場
蝶の森駐車場

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

安曇野環境フェア出展

安曇野市穂高会館

9:00～

森林整備活動
絆の森活動
蝶の森活動
コープながのイベント
長峰山山頂草原草刈り
ミニ自然観察会

未定
天平の森駐車場
蝶の森駐車場
天平の森駐車場
長峰山山頂駐車場
天平の森駐車場

9:00～
9:30～
9:30～

※メールアドレスが変わりました。

会員を募集しています！

■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

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

未定
13:00～

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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