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森倶楽部２１ 2019年通常総会報告 

22年目の年輪 
理事長 永田 千惠子 

今年は 22 年目の活動に入ります。NPO 法

人としては 12 年目。そのうち長峰山での活

動はいよいよ 20 年目となります。 

2018 年度の活動の主だったものを振り返

ってみます。 

竹林整備 

会員 2 人が先導して清水地区の竹林整備

に協力することができました。地区住民へ

は昨年入会した新会員がつなぎ役となり、

地域の人々が自ら里山整備に取り組もうと

いう動きになりました。竹炭づくりの指導

もでき、まさにこれまでの取り組みを地域

に役立てることのできた素晴らしい活動で

あったと思います。 

草地の保全 

これまでの20年間の活動で大きな労力を

伴ってきた草を刈って草地を維持する活動

は、天平自然園、蝶の森の草地、そしてつい

に長峰山頂草原へと拡がりました。地元明

科宮中区、市民、行政ともに力を合わせて

草地を維持していく活動が始まりました。 

環境学習 

自然観察会を開いて多くの人に長峰山の

自然を知ってもらい、保全の仲間を増やし

たいという思いを持って、ミニ自然観察会

を毎月第 4 日曜日に実施、コープながの組

合員を対象に実施した長峰山トレッキング

等精力的に実施しました。学校への支援事

業、安曇野市の「さとぷろ。学校」への協

力などたくさんの活動がなされています。 

これらの活動は、普段の蝶の森、絆の森

の地道な保全活動の上に増して行われてい

るものです。このように全力投球できた一

年でありましたが、その原動力は、里山を

良くしたいという素朴な思いと仲間と一緒

に活動することの楽しさによるものと思い

ます。 

さて、今年はどのように取り組んでいき

ましょうか？ 

昨年の理事会の席で監事から助言をいた

だきました。「全速力で走る人、ゆっくり走

る人、それぞれのペースで走る人がいて、

里山を次世代につなげていく目的に向かっ

て共に走り続けることが大事ではないか」

と。高齢化や体調不良、親の介護、若い人に

とっては仕事や家庭生活に忙しい現状の中

で、活動を続けられるか、また里山に関わ

る仲間を増やすことができるかという課題

もあります。課題を意識しつつ、それぞれ

のペースを大事にしながら22年目の活動を

声掛け合って、自らのできるところを着実

に進めていきましょう。 
 

 

  

2019年 5月  第 205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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【通常総会報告】 

 2019 年の通常総会は 4 月 14 日(日)長峰山

森林体験交流センター研修棟にて、桜も咲

き渋っているような花冷えの日に開催され

た。23 名が出席し委任状 7 名を加え、正会

員 30 名中過半数の出席（100％）で総会が

成立した。尚、新入会 1 名、退会 3 名(正会

員 1 名・準会員 2 名)との報告がなされた。

また、監事にもご出席いただいた。 

 議長、書記、議事録署名人が選出され、理

事長挨拶の後、議案書に基づいて第 1 から

第 6 号議案の提案と審議が行われ、すべて

の議案が承認された。 

 新年度の事業計画では、各チームそれぞ

れに計画を立てているが、チームの活動日

にこだわらず全会員一体となって、必要性

に応じて活動を行うこととなった。それに

は各チームリーダー間の打合せと、会員へ

の周知が重要となる。 

また、活動を一般の方に知ってもらうた

めにホームページ、フェイスブック、通信

のさらなる活用とともに、活動エリアに立

て看板の設置、活動時に幟旗の掲示を行う

こととした。 

既に、天平の森の玄関ホールに森倶楽部２

１のコーナーとして掲示板を設置していた

だいている。また、樹木札や名札に押す焼

き印を作成し試行段階である。 

 組織運営体制では、副理事長が退任し監

事に就任、新副理事長が選任された。 

理事の増員はなく 5 人体制で行う。またき

より館チームリーダーが交代した。 

 総会が終わると「さあ新しい年に向かっ

てやっていこう！！」と思うのは小学生と

同じだなと感じる。節目のこの時期は何か

新しいことが待っていそうで、うきうきす

るのである。違うのはひとつ進級し大きく

なった小学生と、ひとつ歳だけとって小さ

くなった自分である。この事実にめげず、

新しい仲間も加わったし、フィールドに跳

びだし無理をせず楽しもうと思う。 

森倶楽部２１には、いいお手本と仲間がい

るのだから。 

 
【総会午後の研修】 

 長野県自然観察インストラクターで前信

州野鳥の会会長の丸山隆氏による座学が研

修棟で行われた。 

 演題は「森林整備と野鳥出現種の関係等

について」で、一般参加者 7 名と会員 18 名

が講師の経験に裏付けられたお話に聞き入

った。 

 カラ類とヒタキ類のくちばしの比較、採

食タイプの違い、タイプによる採食空間と

森林の構造等々、当日資料と 2018 調査報告

書掲載の寄稿（ｐ46）を参照しながら、灌木

や枯損木を残しておくことの必要性をしみ

じみと感じた。枯れ木は見た目が悪いから

撤去しようとか、灌木は見通しが悪いから

すっきりさせようとか、人間の都合によっ

て整備された森林は必ずしも鳥にとって居

心地のいいところではないかもしれない。

また、チョウにとって居心地のいい空間は

鳥にとってはどうであろう、など考えだし

たらきりのない課題である。 

多くの頭を突き合わせて、我々の関わっ

ているフィールドを多種多様の生物が共存

できる場所にできたらいいなと感じた。人

間もその種のひとつである。 

 

 

 

 

 
 

 



- 3 - 

 

 

4月の活動から 
4 月 9 日（火）【絆の森活動】 

 9:30～12:00 活動場所：絆の森・天平自然園 参加会員 3 人 

冬を越して一段とアカマツの松枯れが深刻になったように思う。天平自然園からネジキ

の小道方面の北側畑地脇でもアカマツの先端が畑に突き刺さるように倒れていて、見映え

が良くない。枝だけ落とそうといって始めたのだが、作業をしているうちに片づいてしま

った。陽当たりのよい畑地脇ではニセアカシアとクリの萌芽も目立ち除伐した。活動は 3

人だったので、無理せず 12 時には終了し、そのまま蝶の森に行って昼食とスジボソヤマキ

チョウの卵探しなどをした。その後、1 人は植樹地 A の前回の残りのエノキの周辺のオオ

ムラサキの幼虫探しに、もう 1 人は春植物の様子を見に回った。 

 

4 月 16 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～15:00 活動場所：堤平、きより館 参加会員 4 人  

植樹地 B刈り草整理、堤平の刈り取ったススキの整理、

樹木札作成。 

植樹地 A の整備は前回の活動で終了した。植樹地 B の

片付けができていない部分の作業を行った。昨年中にか

なりの部分を刈り払ってあったので、1 時間ほどで終了

した。まだ刈払いが済んでない部分はあるが、全体の

80％はできた感じである。続いて前回刈り取った堤平の

ススキを、15～16 ヶ所に集めた。これを搬出するか焼却

するかは次回検討することにした。 

午後はきより館に移動し、すぐに必要な樹木札 3 枚の制作を行った。文字の掘り込みま

で終わり、焼印、文字の墨入れは次回に持ち越しになった。焼印は、思ったより難しく、

野外では放熱に加熱が追いつかないようで室内作業になりそうである。 

 

4 月 21 日（日）【きより館活動】 

 9:30～12:00 活動場所：天平自然園～矢ノ沢までの道路 参加会員 12 人 

新しく加入された会員が初の野外活動に参加し、12

人で天平自然園から二十三夜塔までの道路の側溝ざら

いを行った。 

作業は天平自然園付近から山の神社までと山の神社

から二十三夜塔までの班に分かれての、雨水桝の落

葉・土砂上げ、U 字溝内の落葉掃除であった。落葉は

沢山あり掃除するのが大変であった。側溝から上げた

落葉はブルシートを使い道路脇まで効率よく運び、予

定した作業を午前中に終了する事ができた。 
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4 月 28 日（火）【絆の森活動】 

 9:30～14:00 活動場所：絆の森、蝶の森 参加会員 7 人 

蝶の森、堤平の立て看板の表示替え、天平自然園ネジ

キの小道周辺の整備、春植物の開花調査、ミニ自然観察

会、堤平のきのこ園キノコ収穫。 

朝の気温が氷点下となったが快晴。アルプスがきれい

に見え、連休とサクラの見頃が一緒になってハイカーが

多かった。蝶の森と堤平の立て看板の表示を新しくし、

自然観察会の案内も加えた。足を止めて見られる方もか

なり目についた。 

ネジキの小道周辺は枯れたアカマツが、森の中に倒れ

たままの状態で放置されていたので、枝を落とすなどして整備を行った。 

 

 

🔎 ミニ自然観察会 🔍 

 
4 月 28 日（日）13:00～14:00 

コース：天平の森駐車場～蝶の森往復 参加会員 5 人 

長峰山天平の森でチラシを見た方の参加希望があったよ

うだが、巡り合えず会員 5 人で蝶の森を往復した。午前中

東屋付近でキビタキが目の前に留まり、再度巡り会えるか

と期待したが残念ながら会えずじまい。野鳥の鳴き声や飛

び回る姿は確認出来るのに、さて「何か」となるとわからな

い。動体視力の問題かもなどといいながらの観察であった。 

蝶の森で今ごろ目につくのは、森の中でひっそりとピンク

の花を咲かせている低木の「ミヤマウグイスカグラ」。鶯が鳴く頃咲き、ウグイスが隠れ

るということから名づけられたそうだ。また、初夏に赤い実を結び、甘くて食べることが

できる。この実をウグイスがついばむ姿が神楽を踊っているように見えることが名前の

由来との説もあるそうだ。 

【本日の観察メモ】 

タンポポは英語名をダンデライオンという。花の形をライ

オンのたてがみみたいと思ったのだが、表記すると

「Dandelion」。これはフランス語の「dent de lion」がなまった

もので「ライオンの歯」を意味するもので、ギザギザの葉が

ライオンの牙を連想させることによる。 

【確認した開花植物】 

ニワトコ、ヤマブキ、チョウジザクラ、オオシマザクラ、カ

スミザクラ、ミヤマウグイスカグラ、コブシ、ダンコウバ

イ、ニガイチゴ 

ハコベ、ムラサキケマン、タチツボスミレ、キジムシロ、セイヨウタンポポ、シナノタン

ポポ、センボンヤリ、フデリンドウ、ヒメオドリコソウ、オオイヌフグリ 
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2019 年 5 月・6 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 

5 月 

8（水） 例会 松南地区公民館 19:30～ 

12（日） 森林整備活動 天平の森駐車場 9:30～  

13（月） 明科高校長峰山遠足事前学習 明科高校 14:30～  

14（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

16（木） 蝶の森の本・編集会議 
豊科交流学習センター

きぼう 
18:00～ 

21（火）  蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

22（水） 明科高校長峰山遠足下見 未定  未定  

26（日） 自然観察 in 長峰山 2019～野鳥編～ 天平の森駐車場 8:00～ 

29（水） さとぷろ。学校第 2 講 安曇野市役所  9:00～ 

31（金） 明科高校長峰山遠足 きより館 9:30～ 

6 月 

2（日） 
自然観察 in 長峰山 2019～野鳥偏～

予備日 
天平の森駐車場 8:00～ 

4（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

9（日） 安全技術講習 刈払機 きより館 9:30～  

11（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

12（水） 例会 
三郷交流学習センター

ゆりのき 
19:30～ 

16（日） 自然観察 in 長峰山 2019～染色編～ 天平の森駐車場 8:30～ 

18（火）  蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

23（日） 長峰山山頂草原草刈り 天平の森駐車場 未定  

26（水） さとぷろ。学校第 3 講 清水地区公民館  8:30～ 

30（日） スタードーム作りワークショプ 松南地区公民館 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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