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活 動 か ら 

 

《ゼフィルスの調査》 

日  時：7 月 6 日（火）9:00～12:30 天気：曇り 参加会員：3 人 【蝶の森活動】 

活動場所：蝶の森～長峰山山頂草原 

活動内容：ゼフィルス（ミドリシジミ類）をはじめ夏のチョウの調査 

 

 白金町会育成部自然観察会会員お二人の応援を得て、連日の雨で実行が危ぶまれたチョ

ウの調査を、曇り空のもと何とか行うことができた。 

蝶の森で 16 種、山頂草原で 11 種、疎

林化エリアで 4 種を確認したが、日差し

が少しでもあれば種数、個体数ともにも

っと多くなったと思われる。特にお目当

てのゼフィルス類が全く見られなかっ

たのは残念であった。 

昨年、撮影された山頂草原のヒョウモ

ンチョウは特に注意したが確認できな

かった。疎林化エリアで林道沿いのサク

ラの上を飛んでいたアカボシゴマダラ

は初記録だが喜べない。日本での生息域

は奄美諸島のみ（奄美亜種）で、神奈川

周辺からから山梨、長野へと分布を拡大

してきたのは中国大陸、朝鮮半島に生息する別亜種(名義タイプ亜種）で、何者かによって

不法に持ち込まれたものであるとされている。さらに個体数が増加するとオオムラサキや

ゴマダラチョウへの圧迫が懸念される。 

白金町会のメンバーの集中力は素晴らしく、ネムノキの幼木にキタキチョウの卵を見つ

けることができた。冬虫夏草状のカビが生えたガの成虫は、後日、カシワキリガと同定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 8月 第 229号 

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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《烏帽子峰見回り》 

日  時：7 月 13 日（火）9:30～12:30 天気：晴れ 参加会員：4 人【絆の森活動】 

活動場所：烏帽子峰、天平自然園 

活動内容：烏帽子峰の見回りと整備、天平自然園遊歩道沿いの整備  

 

梅雨明けはまだだが、朝から青空が広がり暑くなり

そうな天候であった。烏帽子峰を歩くのは 4 月 25 日の

ミニ自然観察会に便乗して以来で、葉は生い茂り緑が

濃くなっていて随分様子が違った。馬車道を矢ノ沢側

から入った右手の林床にはアカマツが枯れた後、クリ

やコナラが育っていて藪状態になっている。今年はこ

のあたりからウグイスの鳴き声がよく聞こえてきた。 

遊歩道沿いに大きく張りだした木枝などを切りなが

ら烏帽子峰のピークに向かった。東ピークの枯れアカ

マツが倒れて遊歩道を塞いでいた。西ピークに向かう

途中にも１本倒れており、処理が必要な状態であった。 

見回りを終えて天平自然園に戻ってから二手

に分かれ、男性陣はチェーンソーを持って再度

烏帽子峰に行き倒木処理を行った。女性陣はネ

ジキの小道方面の遊歩道沿いの林床整備を行っ

た。終了間際、藪の中にハチの巣を見つけたが、

ハチ退治の薬剤を持っていなかったことと遊歩

道から離れた藪の中であったため、次回退治す

ることにして終了した。（25 日確認に行ったが、

何故かハチの巣は空であった。） 

天平自然園向かいの畑地ではメハジキが花盛

りで、数えきれないチョウが吸蜜に訪れており、

まるで混み合うレストランの様相であった。 

 

《植樹地草刈り》 

日  時：7 月 18 日（日）8:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：5 人＋信大生 1 人  

活動場所：堤平                         【森林整備活動】 

活動内容：植樹地Ａ草刈り、ススキ原の草刈り 

 

 梅雨明けの暑い日で、植樹地はオオムラサキなどのチョウがたくさん見られ、まさに「蝶

の森」といえる状態であった。今年は信州大学の実習ボランティアの学生が 3 年ぶりに 2

名おり、そのうちの 1 人の受け入れが本日から

始まった。 

汗を流しながら、植樹地Ａの草刈りと 10 月開

催予定のコープながのの催し会場部分（堤平）

のススキの刈り取りを、手鎌 2 名と刈払機 4 名

で行った。 

植樹地Ａはシンジュの実生があちこちに見ら

れた。放っておくと 1 年に 1～2m は伸びてしま

うのでこれらを除去した。かなりの急斜面であ

ったが刈払機 4 台で無事終了することができ

た。 
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《北東側のチョウの道脇の林床整備》 

日  時：7 月 20 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：6 人＋信大生 1 人 

活動場所：蝶の森                         【蝶の森活動】 

活動内容：林床整備、チョウのルートセンサス   

 

 天気が良く猛暑日が予報されたが、蝶の森の東屋でオ

オムラサキの歓迎を受け、気分良く作業に取り掛かれ

た。 

蝶の森北東側は数年前に行った整備のやり残し部分で、

中低木で藪になってきていた。ここの林床整備は課題とな

っていたが、他の作業との兼ね合いで後回しとなり、今日

ようやく着手できた。 

最初に残す樹木を

マーキングしてから

行う予定であった

が、あまりに混み合っているため、作業を進めながら

お互いに声をかけ相談しながら残し方を決めていっ

た。チョウの道の上部の刈り取った植物を片付けたい

のだが、下部もびっしりと藪になっているので、まず

下部側の藪を切り開き通り道を作り、燻蒸処理された

アカマツが積んである場所を片付け場所にして運び

込んだ。木陰での作業だったが、梅雨明けの暑さは厳

しく午前中で終了とした。次回(8 月）も同じ場所の続きを行う予定である。 

信大生の 1 人は実家で農業の手伝いもしていただけあって、貴重な戦力となり助かった。 

ルートセンサスではイヌザンショウの花に群がる多数のヒョウモン類を観察することが

できた。 

 

《炎天下の草刈り作業》 

日  時：7 月 25 日（日）8:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：13 人＋信大生 2 人 

活動場所：矢ノ沢地区、きより館                 【きより館活動】 

活動内容：矢ノ沢地区の道路草刈りと交流会 

 

 うだるような暑さにもかかわらず、毎年

恒例の矢ノ沢地区道路脇の草刈り作業に信

大生も含め森倶楽部２１から 15 名と、大

勢が参加した。山の神社から上は草も少な

いので、神社から下のお墓までの道路脇と

法面の草刈りを行った。 

刈払機使用者と片付け組に作業分担し、

3 班に分かれて始めた。ハチに刺される出

来事があり、対処法を実際に学ぶことがで

きたが、離れた場所にいるもの同士の連携

に課題が残った。 

 

 

 

 

帽子に止った！！！ 
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11 時には作業が終わり、公民館前に矢ノ沢常会の方がターフとテントで日陰を作って

くださったので、涼しいその下でお弁当を食べながら交流会を楽しんだ。常会から飲み

物、ゼリーなどの差し入れがあり、それぞれに持ち寄った野菜などをいただいた。コロナ

禍ではあるがワクチン接種を終えた人もあり、昨年よりは深い交流ができたと思う。信大

生も学ぶことが多い活動であったことだろう。 

<ヒヤリハット> 刈払機使用中の 1 人がアシ

ナガバチに刺された。すぐに毒液の吸い出しを

した。アナフィラキシーの既往があるため病院

に行こうとしたが、そこまでの運転手が必要

で、離れた場所にいるもの同士の連絡がスムー

ズにいかず 20 分以上経ってしまった。幸いア

ナフィラキシーショックは起こらずに済んだ

が、普段から連携の取り方を周知徹底しておか

ないといけないと思った。またハチスプレーは

きより館前に用意されていたが、担当者が曖昧

で、各班に行き渡っていなかったのも反省点の

ひとつである。 

矢ノ沢常会の方も一人、キアシナガバチに目の下を刺された。直ちにスズメバチのハチ

エキスを付けたので痛みだけであったが、ハチの活動が盛んになる時期でもあるので気を

付けて作業をする必要を痛感した。 

 

 

 

 

今回の活動では矢ノ沢地区の皆さんと、道路の草刈りを行った。非常に日差しの強い中

で、ハチが多く飛んでおり非常に大変な作業であった。作業は 9 時ころからはじまり、12

時前に終わった。 

私は、主に草刈り機で刈った草木を集めて崖まで運ぶという作業を行った。作業の途中

では、草刈り機に近づかないことや蜂に気

を付けて作業を行った。 

その後、矢ノ沢地区の皆さんと一緒にお

弁当を食べ、交流を行った。矢ノ沢の皆さ

んは、気さくに私たちの質問に答えてく

れ、矢ノ沢の皆さんの人の良さに触れるこ

とができ、良かった。伺ったお話は、昔も

今も矢ノ沢に関わっているからこそわか

ることばかりで、非常に貴重なお話であっ

た。 

その中でも、特に興味深かったのは、昔

は、被害のなかった害獣のお話である。そ

のせいで作物がほとんど食べられてしま

うということもあるそうである。その原因

は、駆除を行う、人材の不足であるそうだ。 

今後公務員となったときには、今回伺った里山の問題点を解決できるように努めていき

たい。 

                

 

 

信州大学経法学部学生ボランティア 2 名の活動

感想 
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 まず草刈りをし、草刈り機で刈った道路沿いの斜面の草を下の道路に落とす作業と、草

刈り機では刈ることができない樹木の下に生えている草を鎌で刈る作業を行った。その

後、刈ったニセアカシアを先の作業と同様に、斜面下の道路におろした。斜面からおろし

た草やニセアカシアは、他の方々に片づけていただき、その後、道路に残った細かい草な

どを竹箒で道路わきまで掃く作業を行った。ここで午前中の作業は終わり、昼食は森倶楽

部２１・矢ノ沢地区の方々と一緒にお弁当をいただきながら、交流を深めた。午後は、矢

ノ沢地区の方々からお話をお聞きした。 

 草刈りに関しては、7 月 18 日に参加させてい

ただいた時にも思ったが、この草を刈って、私

たちの暮らしにすぐに結果を示してくれること

といえば、生い茂った雑草等がなくなり、景観

がよくなるが、その他はすぐに目で見える結果

となって表れない。それは例えば、外来種であ

るニセアカシアを幾度も刈っていくことによっ

て、いくら生命力が強いといってもどんどんと

弱くなっていき、いずれは生えてこなくなる。

また、定期的に草を刈ることにより、例えば刈

る草を餌としている外来生物がいるとすれば、

その外来生物は餌を確保することができなくな

り、その数を減らすことができる。里山を守る

ということは、すぐに目に見えるものばかりで

はないが、こういった活動も結果が現れるのは

何十年か後になるかもしれないが、とても大事

な活動だと思った。また、そんな里山に寄り添

って暮らしている人々も、里山を壊すことな

く、共存していけるような方法を代々受け継い

でいきながら暮らしていることも矢ノ沢地区の

方々からお話をお聞きして感じることができた。 
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7 月 25 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ 

   コース：天平の森駐車場～堤平 

    参加者：会員 4 名 
 

今回は、常連となったちびっ子達が欠席のため、会員

だけの大人の観察会となった。 

植樹地Ａのオオムラサキが気になったので、前回と同

じ堤平で観察をすることとした。植樹地内に入ってみ

ると、なわばり争いする個体、オスとメスでランデブー

する個体、樹液でアオカナブンと

競争でお食事をする個体など、た

くさんのオオムラサキを見ること

ができた。また、草原の端にあるイ

ヌザンショウの花はチョウやハナ

カミキリなどの昆虫のレストラン

となっていた。さらに草原を周回

する大型のトンボを、飛行コース

を読んで見事捕獲！オニヤンマであった。こんなことをしているとあ

っという間に時間がたってタイムアップ。 

 

 

【今日のめだま】 

沢山いたオオムラサキ・・・？ 

いえいえ  童心に返った好奇心いっぱい

の大人たちです。 

 

【確認した開花植物】 

草本 アカツメクサ、オトギリソウ、ク 

サフジ、クララ、サワギク、シロツメク 

サ、ネジバナ、ヒメジョオン、ミヤコグ 

サ、ヤナギタンポポ 

 

木本 イヌザンショウ、クサギ 

 

【確認した昆虫など】 

オオムラサキ、スジグロシロチョウ、スジボソヤマキチョウ、ミドリヒョウモン、メ

スグロヒョウモン、アオカナブン、オニヤンマ 

 

 

いろんなものを探そう ミニ自然観察会 
 

次回は 8 月 22 日（日曜日）13 時～ 天平の森駐車場集合 
予約不要 

 

ミニ自然観察会報告   
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お知らせ                                                                            

  
松本市松南地区公民館で 

「夏の文化祭」が開催されています。 

森倶楽部２１も 2 階フロアーに 

出展しています。 

 

幟旗、活動紹介パネル 2 枚、 

チョウの写真を展示。 

通信 4，5，6 月号を配布しています。 

 

  期間：2021 年 7 月 21 日（水） 

～8 月 25 日（水） 

  

 

２０２１年８月・９月活動予定 
＊未定の活動は例会にて相談して決めます。 

  日 行     事 集 合 場 所 時 間 

8 月 

3（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

15（日） 森林整備活動 天平自然園 9:30～ 

17（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

18（水） 本編集会議 笹賀公民館 13:00～ 

22（日） 
絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

ミニ自然観察会 天平の森駐車場 13:00～ 

9 月 

7（火） 蝶の森活動 指標植物調査 蝶の森駐車場 9:30～ 

11（土） 例会 笹賀公民館 9:30～ 

14（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

19（日） 森林整備活動 森の小径歩道草刈り 長峰山山頂駐車場 9:30～ 

21（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

26（日） 
絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

ミニ自然観察会 天平の森駐車場 13:00～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

■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  

■メール  mori21@yumedia.jp 

■URL   http://mori21.com/  

■ https://www.facebook.com/morikurabu21 
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