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高等学校、中学校の授業への支援活動―明科の里山を次世代に伝えるー 

 

明科高等学校長峰山ハイキング 
2009 年 4 月、明科高等学校 1 学年担当の

先生から総合的な学習の時間に長峰山へ遠

足を実施したい旨の相談をいただきました。

「せっかく明科高校に来てくれたのに、明

科の素晴らしさを何も知らないで卒業して

しまう」との PTA 会長さんのお言葉もあっ

たそうで、まずは 5 月 28 日の事前学習に出

向くことになりました。森倶楽部２１では、

同年 3 月、「安曇野里山ガイド 長峰山～光

城山 里山とともに」を発行し、これまで

長峰山に関わって自らが体験した里山の自

然や山里に暮らす人々の歴史や文化、人々

の暮らしの知恵を後世につなげていくこと

が私たちの役割という思いを新たにしてい

た時でありました。 

 続く 2010 年も同様の依頼があり、1 学年

生徒数と教諭数を合わせた冊数分を贈呈し、

事前授業やハイキングの資料にしていただ

くことになりました。2011 年からは事前授

業に加えハイキング当日も協力して欲しい

との依頼を受け、「天平自然園」と「蝶の森」

の 2 つのポイントで現地授業を展開し、そ

の後、旧矢ノ沢分教場（きより館）もポイン

トに加え、合計 3 つのポイントで里山の暮

らしや自然等を解説してきました。先生方

のご尽力もあり、今年は実に 10 年目の長峰

山ハイキングとなりました。     

        

事前授業 

明科高校から総合学習で「里山の人々の

暮らし、保全方法や手入れの重要性、これ

までの長峰山との関わり」などを話してほ

しいとの依頼があり、5 月 14 日（月）の事

前授業に会員 5 名が出席。114 名の生徒たち

を前に理事長が事前に配布した冊子「里山

とともに」と資料「ハイキングのポイント」

をもとに、長峰山や地元の人たちとの関わ

り、コースの見どころ等を、ページを開か

せながら話をした。次いで 3 名の会員がそ

れぞれのポイント地点を説明した。「矢ノ沢

分教場」では、旧字の「學」の屋根瓦を示し

て、100 年を経た建物であることを説明。「天

平自然園」では、地元の人たちが暮らしの

ために燃料、食物等々自然を最大限に利用

してきたことを話した。「蝶の森」では草笛

で「故郷」を吹奏し、少し雰囲気を和らげた

後、十数年環境整備してきた結果、チョウ

の種類が 16→84種に増えてきたことなどを

大きく数字を書いたパネルを見せて説明し

た。最後に理事長がまとめとして「人々が

里山の自然を巧みに利用しながら暮らして

きたこと、それが豊かな自然を生み、生物

の多様性を育み、また豊かな文化を作って

きた。しかし、失われていくことも多く、ど

う次世代につなげて実践していくのか」と

生徒たちに問いかけ、話しを終えた。  

             

ハイキング当日 

5 月 29 日（火）、朝は怪しい空模様であっ

たが爽やかでやがて何とか晴れ、長峰山ハ

イキングに森倶楽部２１としての協力を行

った。9 時に「きより館」に集合した 7 名で

簡単な打合せの後、それぞれ 3 カ所の持ち

場ポイントに移動した。高校からの連絡で

は、参加は生徒 111 名、教員 8 名と校長先

生が、予定通り 9 時に高校を出発したとの

こと。待っているうちに 10 時過ぎに早くも
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トップの男子生徒数人が第 1 ポイントの分

教場に到着。早速持ち場の会員 3 人が穏や

かに生徒たちと会話しながら説明して通過

のスタンプを押した。旧字の「學」の屋根瓦

に「カッチョイイッ」との声も聞かれた。

次々に生徒たちが到着する度に対応しなが

ら、第 2 ポイントの「天平自然園」に向け

て送り出す。 

天平自然園では 2 名で対応。生徒たちを

丸太の椅子に座らせて、地元で生まれ育っ

た自身ならではの経験を交えて、昔の暮ら

しと今との違いなど話した。「友だちの大切

さ」「生きる力」にまで話しが及んだが、生

徒たちは真剣に聞いていたようだ。 

第 3 ポイントの「蝶の森」では理事長と

もう 1 人が対応。この頃には約 6 ㎞の山道

を歩いてきた生徒たちは相当疲れ気味で、

「もう嫌！」「死ぬ！」等と自暴自棄気味に

叫ぶ生徒もいたが、理事長の親しみのこも

った話しぶりにじっと耳を傾けたり、質問

したりする生徒もあった。次々に現れる生

徒たちに説明者が戸惑うことも見られたが、

持ち場を終えたスタッフが交通整理をする

ことで、以後の説明もスムーズに進めるこ

とができた。丁度生徒たちと同行してきた

校長先生も現れて、理事長と生徒たちのや

り取りを楽しげにご覧になっていた。12 時

前には全員が「蝶の森」を通過。森倶楽部２

１が担当した区域の説明を終了した。幸い

昼近くになる頃から天候も良くなり、頂上

からの景色に感動した生徒や、また長峰山

に来てみたいと言った生徒（感想アンケー

トより）もいたことは、サポートした我々

にとっても嬉しいことである。ただ山頂か

らの下山コースが、松枯れ木の倒木の危険

性を考慮して森倶楽部２１が毎年整備して

きた「塔ノ原城趾への遊歩道」から車道の

コースに変更せざるを得なかったことは残

念である。当日参加した生徒たちの長峰山

での体験が、何かの糧となっていつか花を

咲かせることを大いに期待したい。 

 

                                 

 

 

 

 

 

明科中学校「自然観察講座」 
明科中学校の「総合的な学習の時間―

ホームタウン明科―」に初めて関わらせ

ていただいたのが平成27年6月。以来毎年

6月、長峰山の自然を学ぶ講座を担当し、

今年で4年目となりました。この事業は、

安曇野市市民生活部環境課と安曇野市環

境市民ネットワークに所属する市民団体

が明科中学校総合的な学習係の教諭と連

携して「ふるさと明科」をテーマに郷土に

関わったり、地域の方から学んだりする

様々な講座が展開されています。その中

の1講座である「自然観察」として毎年8～

9回の授業が計画されており、森倶楽部２

１はその1コマの授業を受け持っていま

す。参加生徒数は毎回違いますが、3年間

続けて受講している生徒も数名います。 

初回の平成27年は、中学校中庭で樹木

や植物の観察をおこない、集めてきた葉

っぱをスタンプしてマイ図鑑づくりをし

ました。翌年からはできるだけ長峰山の

自然に触れてもらいたいと考え、長峰莊

から山頂へ向けて登り、道中で自然を観

察することにしています。但し、午後2時

30分から4時までという授業時間は、登り

に専念せざるをえず大変厳しいものがあ

ります。何らかの交通手段で長峰山まで

行き、絆の森から蝶の森一帯の里山と保

全の成果を伝え、里山の自然をじっくり

観察できればと願っているところです。 

   

 

6月4日（月）平成31年度の自然観察講座

の第2回目として「長峰山での自然観察」

を担当した。この講座は5月に行われた明

科高校の「長峰山ハイキング」と合わせて、
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恒例の里山環境教育イベントとなってい

る。 

参加者は、1～3年生の26名と明科中学校

担当教員、安曇野市環境課職員、環境市民

ネットワーク座長の横田さんと森倶楽部

２１の5名であった。2班に分け、1班14名

は全員が１年生で、山頂を目指さずに「里

山の生き物探しビンゴin長峰山」カードを

使用して自然観察をメインに行いながら

登った。2班の12名は2～3年生で、とにか

く山頂まで登ることを目的とした。とこ

ろが、登山口への生徒たちの到着が30分

程遅れたため、両班とも時間にせかされ

ての慌ただしい内容になってしまった。 

途中で休憩を兼ねながら、アカマツの

松枯れによる広葉樹林への変化、ヒトク

チタケ、株立ち、アラシなど色々の話をし

て観察、学習をしてもらった。弱音を吐く

生徒もいたが、何とか全員が頂上まで行

ってくることができた。後からの生徒た

ちの感想では、自然観察の1班では「色々

な植物と動物が食べたドングリや松ぼっ

くりを見ることができた」「自然の中では 

驚くような発見が多くありました。これ

からも観察することを大切にしたいです」

等。また山頂登頂の2班では「長峰山は松

枯れがひどく、マツが枯れたせいで光が

当たり、自然が変わってきていた」「3回

目の長峰山登山で、松枯れが前回よりも

深刻化して木が減っていることがわかっ

た」「自然と触れ合いながらしっかりと頂

上まで登れた」等、生徒たちが、しっかり

と聞くところは聞いて、自分なりに地元

の自然とその変化に注意を払ってくれて

いることがわかって安心した。 

とにかくこの授業は学校から登山口ま

での移動もあるので、いつも時間に追わ

れて慌ただしく終わってしまう。今後の

課題は、何かを教えるのではなく一緒に

登ることで子供たち自らが地元の自然の

中で何か大切なものを一つでも感じ取っ

てもらえる機会としていきたい。 

 

 

 

矢ノ沢地区森林整備協議会との共同作業 
 

矢ノ沢地区の森林整備事業が平成24年

度で終了したことを受けて、平成25年8月に

森林整備報告会が行われました。その席に

てこれまで事業を進めてきた森林整備委

員会は解散となり、新たに矢ノ沢地区森林

整備協議会が発足しました。協議会は、森

林の荒廃防止、野生鳥獣害対策、自然環境

の維持を目的とし、会長1名、副会長3名、

会計2名、監査2名の役員体制で事業を進め

てきました。協議会が発足して5年となり

ますが、この間に将来有用材として残して

おいたアカマツが急速に枯れる事態とな

り、将来を見据えた経営計画が立てにくい

状況となってしまいました。将来の施業を

考えて入れた作業道も使われることが無

く、草木が茂る状態となっています。役員

会では、草刈りを実施することが検討され

ていました。そのような折、森倶楽部２１

の安全講習会の話があり、合同の研修と草

刈り作業を実施することになりました。当

日は、協議会から5名の役員が参加され、安

全講習に引き続き、全作業道の草刈りをや

り終えることができました。協議会では、

役員改選の年でもあり、10月14日に総会が

予定されています。 

 

 

刈 払 機 安 全 講 習 会 実 施 報 告
（2018.6.10） 

 安全技術チームの年間行動計画の一つで、

チームの有資格者を講師として女 
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性6名を含む14名が参加し刈払機取り扱い

の安全講習を行った。 

 今回は、全くの初心者もいるので、最初 

に刈払機の構造の説明から入り、この機械

を使用の際にはどのような危険を含んで

いるかなどの座学を行った。 

その後、初心者組と経験者組とに分かれ

て実技の講習となった。初心者組は天平自

然園の向かいの平地を利用し、経験者は作

業道に入って行った。昼食をはさんで経験

者組の実技は、講習会というより本格的な

作業道の草刈り作業となった。 

森倶楽部２１のフィールドはいたるとこ

ろに草刈りが必要な場所が多い。今回女性

が何名も参加してくれた。この先実践で刈

払機を使った作業をすることと思うが、男

性女性問わず安全作業をお願いしたい。 

 

 

【刈払機の作業を安全に行うために】 

[始業前点検] 

１．自身の服装のチェック（手袋、長袖、 

長ズボン、フェイスガード、前掛けなど） 

２．刈払機の状態確認（エンジンのスト

ップボタンは正常に機能するか？操縦か

んは曲がっていないか？飛散防止カバー

は付いているか？など） 

３．刈り刃の点検（刃が欠けていない

か？ひびや亀裂などがないか？など） 

４．吊り具の点検（ハーネスタイプの吊

り具を使用する。腰の辺りで吊れるよう

な長さに調節など） 

 

[機械の使い方] 

１．刈り刃の着脱（取り付けの際は刃の

向きが時計回りになるようにする。ねじ

は逆ねじなので、左に回すと締まる。取

り外すときには、刃が回らないようにド

ライバーなどを固定するための穴に挿し

て行う） 

 

２．作業姿勢の基本（身体のバランスに

配慮した正しい姿勢で行う。特に足は刈

り刃に近寄らないよう注意） 

３．刈り刃を当てる位置の確認（刈り刃

は刈高を決めて静かに対象物にあてる。

回転する刃の左斜め前〈時計でいうと9時

から12時の位置〉で草をとらえる。刈り

刃で打つ、叩くなどの方法で刈払いを行

わない。キックバックが起きる場所に注

意するなど） 

４．体の運び方（機械は右から左へ振る

ときに刈る。常に右足が前、左足が後ろ

の状態で前進する。斜面を下向きには刈

り進まないなど） 

５．危険区域の確認（５ｍ以内には他者

を入り込ませない） 

 

[メンテナンス] 

１．混合ガソリンは指定のものを使う。

（バイク用のものを流用するのは良くな

い） 

２．グリスの補充 

３．エアフィルターの掃除 

４．長期間機械を使用しない場合にはガ

ソリンを空にして仕舞う。（エンストす

るまでアイドリングして、キャブレター

内のガソリンも空にする） 
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7月の活動から 
7 月 3 日（火）【蝶の森活動】9:30～14:00  

活動場所：蝶の森･山頂草原 参加会員 5 人 

手刈りと刈払機で分担しながら草原全体のススキの

刈払いを実施。南側半分だけを搬出し、残りの搬出は次

回。毎年 2 回刈っているのでススキの勢いが弱くなっ

てきた。真夏の暑い日なので作業は半日で終了し、午後

は動植物の観察をした。 

 

7 月 10 日（火）【絆の森活動】9:30～11:30  

活動場所：絆の森水田跡地周辺 参加会員 6 人 

活発な梅雨前線の影響で西日本のあちこちで甚大な

被害が出ている。長野県は今のところ被害のニュースは

聞かれないが、昨夜は雷雨で短時間だがかなりの降水量

であった。その続きで朝から大雨注意報が出ているが、

草刈りの適期なので、午前中で終了の予定で行った。水

田跡地周辺は樹木の成長が著しく下草の伸びは一時期

に比べると全面に覆っているのではなくボツボツ生え

ているという感じがした。また、東側斜面から土砂がか

なり流れ込んでいる様子が覗え、今後の対応が必要だ。 

 

7 月 17 日（火）【蝶の森活動】9:30～12:00  

活動場所：蝶の森 参加会員 6 人 

連日の猛暑だが、草原の刈り草はどうしても片付ける必

要があるので、極力無理をしないように全員で注意しなが

ら行った。予定より早く終了したので、久しぶりの林床整

備に手を付けた。1ｍ前後になった下生えのうちコナラな

ど次世代の木を少しずつ残しながら手作業で行った。草原

と違い木陰での仕事は暑さもさほどではなく、あっという

まにかなりの面積を整備する事ができた。 

ここ数年間この作業をやっていなかったので施業が必

要な部分はたくさんあり、暑さの軽減という点でも盛夏の

活動としては有効と感じた。また、少ないタンナサワフタ

ギの幼木も見つけることができた。チョウの調査では、暑さを避けて休息する個体が多い

ためか特に山頂方面は少なめだったが、蝶の森のイヌザンショウの花に集まる多数のヒョ

ウモン類は圧巻であった。 

 

7 月 22 日（日）【森林整備活動】9:00～14:30  

活動場所：矢ノ沢の竹林･堤平･天平自然園 参加会員 9 人 

 猛暑が続いているので、早めに集まり午前中に竹林の後

片付けができるように配慮した。倒れかけている竹 20 本ほ

どを切って、前回の「さとぷろ。学校」の際の残材と一緒に

燃やして竹炭を作り、後片付けをして無煙炭化器も堤平に

撤収した。午後は堤平でススキの刈払いを 4 人が刈払機で

完遂した。搬出は別の日に計画する。連日の猛暑の中で、女

性を含めて 9 人の参加は、森倶楽部２１のパワーを感じる

ものだった。皆熱中症にもならずにやりおおせたのは、会員の 1 人が大量の冷水を供給し

てくれたおかげだと思う。4 人以外のメンバーは定例の「ミニ自然観察会」を行った。 
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  長峰山 NEWS 
  酷暑の下界を抜け出し、長峰山の木漏れ日の中を散策してきました。 

木陰は涼しく、いろんなチョウが遊んでいました。    

すると、どこからともなくいい香り・・・。 

ありました「クサギ」です。今が盛りです。 

葉をちぎると独特な匂いがします。それ故に「臭木」と名

付けられたのではないかと思われますが、花は甘い香りで

す。花を由来にしたらさてなんと名付けただろうかなど思

いめぐらしながら、気持ちのいい散策でした。 

                      7 月 31 日 

 

 

2018年 8月・9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 

8

月 

7（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（水） 例会 三郷ゆりのき 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～ 

9

月 

2（日） 長峰山自然観察会 天平の森駐車場 9:00～ 

4（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

9（日） 安全技術講習 きより館 9:00～ 

11（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

12（水） 例会 松南地区公民館 19:00～ 

16（日） 森の小道歩道草刈り 長峰山山頂駐車場 9:00～ 

18（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

23（日） 森林の里親促進事業 天平の森駐車場 未定 

23（日） 森林の里親促進事業準備 天平の森駐車場 未定 

26（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」第 6講 啼鳥山荘 9:00～ 

30（日） 木曽福島城山視察研修 木曽福島駅 9:00～ 

 

  
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。 

お気軽にお問合せください。 

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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