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「全国森林レクリエーション協会 

会長賞」を受賞 
 

４月中旬、松本地域振興局林務課普及係

から理事長へうれしい知らせが届きました。

「第30回森林レクリエーション地域美しの

森づくり活動コンクール」において「一般

社団法人全国森林レクリエーション協会会

長賞」を受賞したとの連絡です。 

一般社団法人全国森林レクリエーション

協会の主催する「美しの森づくり活動コン

クール」は森林レクリエーション活動が行

われている地域において、景観の保全・向

上のための森林整備、利用者の利便性、安

全性の向上のための施設整備・補修、森林

の有効活用によるレクリエーション活動、

美化のための清掃・ゴミの収集、動植物の

保護のための活動等の利用環境向上のため

のボランティア活動又は森林レクリエーシ

ョンを通じた地域創生のための活動を行っ

ている団体を表彰するもので、今年度は全

国から43団体の応募があり農林水産大臣賞

に 1 団体、林野庁長官賞に 2 団体、全国森

林レクリエーション協会会長賞に 7 団体、

奨励賞に 5 団体が受賞しました。 

森倶楽部２１が平成10年から活動を開始

して以来20年間という長期間に亘る地道な

活動が継続できたのは長野県、安曇野市、

地域の方や森林関係団体等のご理解ご支援

があってのことと思います。推薦して下さ

った長野県に感謝申し上げます。 

6 月 1 日に東京都文京区の林野会館で表

彰式が行われることを聞いた時、記録担当

として同行したいと思いました。電車の乗

継に多少不安がありましたが参加を申し出、

例会で承認されて同行することになりまし

た。 

林野会館は東京メトロ茗荷谷駅から徒歩

10 分位の所にあり開始時間 1 時間ほど前に

着きました。森林レクリエーション協会の

通常総会が行われていて表彰式はその途中

で行われると説明があり時間まで待つこと

になりました。受賞者は奨励賞を含めて 15

団体ありましたが表彰式に出席したのは 7

団体でした。 

授賞は農林水産大臣賞から林野庁長官賞

と続き、森林レクリエーション協会会長賞

の賞状と副賞を三浦雄一郎会長から受け取

りました。 

2018年 7月  第 196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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表彰式が終わって別室に移り受賞した団

体の集合写真と団体毎の撮影が行われ、理

事長はプロスキーヤーの三浦雄一郎さんに

会えたことが嬉しそうで、隣に座って記念

撮影できたことに感動の様子でした。 

出席した団体との懇親会が設定されてなか

ったので、待ち時間を利用して皆さん活動

紹介パンフレットなどを配られていました。

理事長も冊子「里山とともに」を配りなが

らお互いの活動の情報交換をしていました。 

表彰式を写真撮影する役で参加したのに撮

られる方になってしまい残念でした。 

 

 

 

長峰山山頂疎林化エリアの整備 
 

長峰山山頂には安曇野や北アルプスを

一望できる眺めのいい場所があります。

標高933メートルと言えば樹林帯域のは

ずのこの地の眺めがいいのは、山頂から

西側に草原がひらけているためです。宮

中区住民の方々やスタート地点としてこ

の草原を利用しているパラグライダー愛

好家の方たちが毎年草刈りを行って維持

されています。 

昨年（平成29年）2月、この草原につい

ての学習会が安曇野市役所で行われ、山

頂草原は在来の植物を含む豊かな植生を

有している事が専門家の方より報告され

ました。人間生活に草地の必要性がなく

なりこれとともに草地そのものが減ずる

中、地区の定期的な勤労作業や山頂草原

で活動しているレクリエーション団体の

草刈り作業により、辛うじて維持されて

きたことになります。 

今回整備の取り組み対象となった山頂

疎林化エリアは、この草原に隣接してい

ます。整備をしてきた方たちにとって草

を刈る必要のなかったこの場所は、10年

から15年前に一度伐採された後、萌芽更

新して株立に育ったウワミズザクラが多

い林になっています。ただ、下層にはお

隣の豊かな草原植生の片鱗が見られ、こ

こにもっと光を入れる手入れをすれば、

貴重な草原が広がる可能性を秘めている

と思われました。「疎林化」の目的はそ

こにあります。 

「疎林化」であって「草原化」でない

のには理由があります。当地が保安林指

定を受けており、太い木（胸高直径8㎝以

上）を伐採するためには、松本地域振興

局に許可申請をする必要もあったからで

す。整備の目的は下層に光を入れること

なので、細い木を伐採するだけでも有効

と考え、今回の整備となりました。 

当日は11人の森倶楽部会員が作業しま

した。ノコギリとチェーンソーで伐採し

た木を、林の林縁近くに運び枝を払い棚

積みしました。薪になりそうなものは別

に集積し活用の方向です。フジなどのつ

るもかなりのもので除去に手こずる場面

もありました。 

午前中で作業を終えてみると、当日天

気が良かったせいもあるのですが、明る

く風通しの良い林が出来上がっていまし

た。木の伐採は今回で終了。今後は下層

植生を見ながら草刈りが整備のメインと

なると思われます。 
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6月の活動から 

 
6 月 5 日（火）【蝶の森活動】 

9:30～14:00 活動場所：蝶の森、堤平、植樹地 B  

参加会員 7 人 

 手鎌組の 4人は植樹地 Bで販売用のフキ採りをしながら

植樹木の周りの草刈りを行い、刈払機組の 3 人は蝶の森入

口通路の草刈りを行った後植樹地 B に合流した。柔らかそ

うなフキが、まだ採れそうなので、来週までおいておくこ

とにし刈払機での草刈りは途中で中止した。要望のあった

量は充分に採れた。 

午後、植樹地 A の草刈りは植樹木が十分に成長している

ので様子を見ることにし、堤平上の遊歩道の草刈りをし

た。 

 

6 月 10 日（日）【安全講習】 

9:30～14:30 活動場所：長峰山天平自然園、馬車道付近 

参加会員 12 人ほか 3 人 

矢ノ沢地区森林整備協議会と合同で、数年前に施業した

地区内の作業道点検と整備をするため、刈払機の取扱い方

を学ぶ安全講習を行った。 

その後、作業道の刈払いを実施し、メイン作業路の大半

を整備することができた。ニセアカシアの繁茂などで通行

できる状態ではなかったが、手入れができ、大きな成果で

あった。 

今回の安全講習は初心者の講習も行われ、今後のパワー

アップが期待される。秋にはチェーンソーの安全講習を行

う予定である。 

 

6 月 17 日（日）【長峰山山頂草原草刈り】 

9:30～12:00 活動場所：長峰山山頂草原 

参加会員 12 人 

宮中区、パラグライダーの会、豊科郷土博物館友の会、

さとぷろ。サポーター、森倶楽部２１に行政担当が加わり、

約 30 名で長峰山山頂草原の草刈りを行った。 

 森倶楽部２１の担当箇所は良好な草原環境が保たれて

いるところと昨年整備した疎林化部分。ウツボグサ、ユウ

スゲ、カワラマツバ、シロバナニガナなど開花している花

を意識しながら残し、その他の植物を手鎌で刈取りを行

い、刈った草は南側道路下の林の中に片付けた。疎林化部

分は刈払機隊 4 名に佐藤補佐が加わり、一部を残してほぼ

全面終えた。 

休憩後、2 名が展望台南側の藪状態になっていた所を刈払い、草原環境がさらに拡がっ

た。刈払機の威力は抜群で、片付け仕事を他の 2 名が担当。夏から秋に向けて植物の開花

にどのような変化が現れるか楽しみだ。  
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 終了後の 13:30～14:00 きより館の花壇に会員のお父さんが育ててくれた朝顔の苗を植え

た。 

 

6 月 19 日（火）【蝶の森活動】 

 9:00～15:00 活動場所：蝶の森・絆の森 参加会員 4 人 

 蝶の森のススキを馬の飼料として活用することが無く

なったため、クララの除去作業が不要となり予定を変え、

蝶の森、堤平、絆の森の樹木札の点検を行った。 

4 月に調査を実施したが、大まかであったので、今回は

樹木札 1 本ずつをリストや札配置図と照合した。即交換要

が 30 枚以上あった。樹木札は、活動範囲内の管理状態の

バロメーターでもあるので、今後も折を見て点検を行う必

要がある。 

 

6 月 24 日（日）【絆の森活動】 

9:30～15:30 活動場所：天平自然園 

参加会員 11 人一般 2 人 

雨上がりの焼け付くような暑さの中での草刈り作業。本

日は会員の知り合いで染織家の方々がクララを採りがて

ら一緒に草刈りをしてくださるということで、大人数での

作業になった。クララで染めた後に藍で染めるときれいな

黄緑色になるとのこと。また、先日の安全講習を受けて、

新たに女性会員 2 名が刈払機デビューをし、ますますパワ

ー全開であった。 

自然園の北側部分は 4 人が刈払機、残りのメンバーは

南側部分を手鎌で刈った。花が咲いていたり、実がつい

ていたりするものはそれぞれの判断で刈り残し、コナラなどの樹木は根元から刈るなど

し、なるべく丁寧に刈り取った。 

草刈りは途中であったが、昼休み後 13:00 からは天平の森駐車場に集合しミニ自然観察会

を行った。草刈りを手伝ってくださった染色家の方々に加え、植物専門家の藤田淳一さん

が参加してくださり内容の濃い観察会になった。今年初見のオオムラサキに始まり、フク

ラスズメの幼虫を脅かしたり、イタドリの笛を作って吹いたりと、結局駐車場から天平自

然園までの車道を歩いただけで時間切れになった。 

その後は草刈りの残りを刈払機で 3 人が、残りのメンバーは南側の手鎌部分の草を運び

出す作業を行った。 

 

 

  長峰山 NEWS 
 

店頭も山もサクランボの季節です。 

長峰山のカスミザクラもサクランボがたわわに実って

いました。黒く熟した実を口にしてみると、酸っぱ苦く

食べられる代物ではありませんが、鳥たちの好物です。

ついばんで果肉を栄養としてもらう代わりに、種を別

の場所に運んであげている。やがてその中のいくつか

が芽を出し、大きく育ち、花が咲き、サクランボがなる。

そんな想いで見上げてきました。  

 
6月 24日 
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2018 年 7 月・8 月活動予定 
※未定の活動は例会時に相談して決めます。 

  日 行     事 集 合 場 所 時 間 

7月 

3（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（日） 長峰山自然観察会 天平の森駐車場 9:00～ 

10（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

11（水） 松南地区公民館夏の文化祭飾り付け 松南地区公民館 10:00～ 

11（水） 例会 松南地区公民館 19:00～ 

17（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

22（日） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

25（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」 第 4 講 啼鳥山荘 9:00～ 

27（金） 安曇野市里山再生計画推進協議会 安曇野市役所 13:30～ 

29（日） 矢ノ沢夏の道草刈り、暑気払い・竹林片付け きより館 未定 

8月 

7（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（水） 例会 
三郷交流学習ｾﾝﾀｰ

ゆりのき 
19:00～ 

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～ 

29（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」 第 5 講 啼鳥山荘 9:00～ 

 

ミニ観察会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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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  
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■メール  mori21@yumedia.jp 

■URL   http://mori21.com/  
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https://www.facebook.com/morikurabu21 
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