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自然観察in長峰山2019～野鳥編～ 
ハルゼミ君、ちょっと静かにしてくれ

ない！ 

5月26日(日)丸山隆さんを講師にお迎

えして、一般16名、長野朝日放送2名、会

員8名が加わり、人の手の入った里山で初

夏の鳥の観察をしながら参加者とともに

野鳥の棲みやすい森づくりについて考え

た。 

この『信州環境カレッジ』登録講座も

今年度第1回目である。 

鳥の観察ということで通常よりも早い

午前8時から始めたが、気温が高く、鳥の

さえずりを聞くには難敵のハルゼミが開

始直後から鳴き始めた。それでも参加者

は積極的に丸山講師の話を聞き、なんと

か鳥のさえずりを聞き取ろうと耳を澄ま

せていた。確認できた鳥は19種で、同じ

時期に行った2013年は18種、2015年が25

種であったから普段見られる3種が今回

出現していなかったのを加えるとほぼ変

わらない種類の野鳥がこの一帯に過ごし

ていると考えられる。 

参加者のみなさんは鳥だけでなく、植

物や蝶など自然全般に興味を持たれてい

て、丸山講師の鳥についての興味深い話

や理事長の里山と整備に関する話、土田

さんのチョウについての話など熱心に聞

いた。この時期しか見られないウスバシ

ロチョウなども観察できて大変喜んでい

た。特に小学3年生の男の子がいろいろな

ものを発見し、興味を持ってくれたこと

で観察会がより活気あるものになった。 

観察コースは、天平の森駐車場→蝶の

森→長峰山山頂→山頂車道→堤平→水田

跡地→旧馬車道→水平道→キャンプサイ

トＤで全長約1.5㎞と欲張ったが、みなさ

んの協力で時間通りに終わらせることが

できた。安全に楽しい良い観察会ができ

たと思う。 

 

・・信州環境カレッジについて・・ 

地球規模での気候変動など環境を取り

巻く状況が大きく変化する中で、持続可

能な社会を構築するためには、県民一人

ひとりが環境問題や地域の課題に気づ

き、主体的に行動を起こすことが必要と

して、平成30年度(2018年度)から長野県

（環境部環境政策課）が実施主体として

始めたもので、一般社団法人長野県環境

保全協会が運営事務局となっている。講

座を通じて環境に関する県民の「学び」

を拡大し、豊かな自然環境保全や持続可

能な社会を支える人づくりを進めるた

め、広く県民、ＮＰＯ、企業、行政等か

ら企画を募集している。テーマとしては

①脱炭素、②自然との共生、③水、大気

環境、④循環型社会、⑤暮らし、まちづ

くり、⑥その他持続可能な開発目標の視

点から地域課題の解決を目指すものとな

っている。 

形式は座学、フィールドワーク、ワー

クショップ等何でもよく、広く参加者を
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募るもので、１講座当たり原則20名以上

の定員としている。企画の内容として

は、講座の内容が具体的な行動に結びつ

くよう、ねらいや取組みが明確であるこ

と。講座が安全かつ円滑に行われる内容

であること。楽しく学べる、興味を持っ

て参加できる内容であることなどが謳わ

れている。講座に登録されると、「信州

環境カレッジ」のホームページ（shinsyu-

ecollege.pref.nagano.lg.jp）に講座内容が掲載

される。大きな特徴としては、講座の開

催経費に対する補助金が交付されること

である。そのための要件としては個人、

ＮＰＯ法人又は任意団体が開催する講座

であること。申請者は、年間２回以上講

座を開催すること。2020年2月までに開

催する講座であること。など比較的クリ

アしやすくなっていて、講座１回当たり

の補助金は上限が25,000円と少額である

が、対象として講師謝金、講師旅費、会

場・機材使用料、教材費、広報費の他に

スタッフの人件費も含まれているのでと

ても利用しやすい。実際には、事前にⅠ

講座登録申請書、Ⅱ経費補助申請書、Ⅲ

収支計画書を事前に提出して申請して、

承認が得られると登録となり、講座終了

後に実施結果報告書と経費補助請求書及

び収支決算書提出して補助金が支払われ

る。 

森倶楽部２１では、昨年度は「自然観

察in長峰山」で植物・昆虫編と野鳥編の2

回の講座を実施して補助金を頂いた。今

年度は、それに加えて染色編の計３回を

企画している。スタッフは3～4名で役割

分担して行っているが、これまでの3回

の事務申請関係はすべて理事長に任せて

いた。今後は、会員が1回でもスタッフ

を経験していく方向で進めていくよう年

度初めにそれぞれの講座のスタッフを決

めてある。皆さんの協力を頂きたい。 

 

     

 

木曽福島城山史跡の森を訪ねて  
5 月 11 日（土）木曽福島城山史跡の森へ

下見に行って来ました。標高約 1,000ｍの山

にモミ、ブナ、木曽 5 木の天然林が存在す

ることに興味を持ったからです。3 名の参加

でしたが、木祖村在住の松原さんに案内し

ていただきました。 

木曽路へと走る列車の窓からは、芽吹い

たばかりの木々の緑が柔らかに目に飛び込

んで来ました。ブナの芽吹きはまだちょっ

と早いのかなと話しながら木曽福島駅に到

着しました。松原さんの出迎えを受け、用

意してくださったパンフレットを見ながら、

ルートを確認しました。なんとお奨めコー

スが 7 本もあるのです。 

駅から歩いて木曽川まで下り、行人橋歩

道橋より崖屋づくりの家並みを見ながら山

村代官屋敷の前を通り、旧帝室林野局木曽

支局庁舎を見学し、木曽義仲公の墓所を通

り抜けていよいよ城山林道に入りました。         

林道は等高線に沿って緩やかに造られて

おり、ラショウモンカズラ、ニリンソウ、イ

カリソウ、ヒトリシズカなど春の花が目を

楽しませてくれます。林道脇で特に目立っ

たのは、スズタケ。この頃では枯れている

地域が多いとのことですが、この地のスズ

タケは元気のようです。松本の「みすず細

工」の竹籠等に使われる材料です。 

城山林道から離れて、城山史跡コースに

入りました。樹木名板や森林の解説板など

が設置されており、樹木を確かめながら、

少し急な坂を登り切ると福島城跡に到着で

す。残念ながら一帯の眺望は生長した木々

に遮られていましたが、ここでの圧巻はク

リの巨木が何本かあることです。クリを残

してきた理由は何故でしょう？ 

城跡で少し早めの昼食を摂り、いよいよ

尾根道にとりつきました。モミの大木が並

ぶ尾根道からさらに登るとしばし急坂が続
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き、これまでの歩きやすい道と代わって枝

が道を遮り、藪化してきました。イヌブナ

とブナの違いなど幹や落ち葉を見比べてい

るうちにブナの巨木に到着しました。松原

さんが持参された巻き尺で幹周りを測ると

3m38 ㎝でした。一帯には数本のブナが観ら

れ、まだ葉が開いたばかりの樹、すでに転

葉している樹など個体差がありました。同

じ種の樹木にこのような個体差が観られる

のは何故でしょう？ 

立派なアカマツの巨木に感動し、尾根ル

ートから外れて権現滝へと急坂を下りまし

た。森林の中にムラサキヤシオツツジが咲

き、モミやツガの針葉樹に混じってコナラ、

ミズナラ、カエデなどが目立ちました。権

現滝の上流部から回り込むとそこは流れ落

ちる滝。滝の近くには「樹木供養塔」が祭ら

れていました。松原さんの調査によると

1768 年の日付が彫られており、相当に古い

物とのことです。鳥獣供養塔は目にします

が、「樹木供養塔」とは何でしょうか？  

1768 年（明和 5 年）の前年、城山では伊

勢神宮の遷宮材を伐採し、1 万本の木を木曽

川に流したとのことです。伐採した木への

感謝と安全祈願がこめられているもののよ

うです。 

このような歴史を持つ城山の森林は 250

年という年月を経てきました。国有林であ

り、その後自然の力が作った森は、それぞ

れの環境にふさわしい樹木が巨木となって

存在しています。沢沿いのサワラの巨木も

趣がありました。 

近年の長峰山ではアカマツが急速に枯れ

ており、この先の山はどうなるのだろうか

と多少の不安もありましたが、そんな不安

は杞憂にすぎないと思わせられた城山史跡

の森でした。この森から読み取れるものの

深さは、一度の見学では理解しきれないも

のです。カエデが色づく頃にみんなで訪ね

ましょう。松原さんには「いつでもどうぞ」

と言われています。 

 

5月の活動から 
5 月 12 日（日）【森林整備活動】 

 9:30～14:30 活動場所：絆の森、堤平までの遊歩道・水平道入口 参加会員 5 人 

堤平までの遊歩道の倒木、水平道入口の伐倒木（いずれもサクラ）をチクスイを使って

天平の森駐車場に搬出した。チクスイ使用は久しぶりで、操作方法など忘れていたことを

確認した。 

水平道入口にぶら下がってるサクラの枝があることと、堤平までの遊歩道の土留めの木

がいたんできており修復が必要なことについて理事長から安曇野市に相談することにした 

 

5 月 14 日（火）【絆の森活動】 

 9:30～15:00 活動場所：絆の森（烏帽子峰・天平自然園・堤平）長峰山天平の森炊事場 

 参加会員 3 人 

自然観察、天平自然園ネジキの小道周辺の整備、6 月

16 日実施予定のクララ染めについて講師との打合せを

行った。 

草刈りにはまだ早いので、整備が必要な個所の確認と

観察も兼ね、烏帽子峰～馬車道～天平自然園を回った。

途中でクララ染めの講師をお願いしている宮嶋さんか

ら連絡が入り、大口沢入口まで迎えに行き、残りの 2 名

が自然園周辺の整備を行った。 

宮嶋さんとは、天平自然園と 6 月 16 日の実施場所の

天平の森炊事場を確認した。 
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5 月 31 日（金）【明科高校遠足】 

 9:00～12:50 活動場所：長峰山 矢ノ沢～天平自然園～蝶の森 参加会員 10 人 

 

明科高校総合的な探求の時間「明科の自然と暮らしを

訪ねて」長峰山遠足で、矢ノ沢分教場・天平自然園・蝶

の森の 3 箇所で、里山の暮らし等の説明とスタンプ押印

を行った。 

つい先日までの真夏を思わせる暑さも少し和らいだ中

での遠足で、全員無事 2 時 20 分には学校に下山したとの

連絡があった。事前授業、下見同行、本番と 5 月は明科

高校の月であった。生徒たちの目や心に里山の様子がど

のように映ったことだろうか？（詳細報告は 7 月通信掲

載予定） 
 

 

ミニ自然観察会報告 

 

5 月 26 日(日)13:00～14:00 

   コース：天平の森駐車場～天平自然園～ネジキの小道 往復 

   参加者：会員 6 名、一般 2 名 

 午前中に開催した自然観察 in 長峰山 ～野鳥編～ の参加者 2 名が引き続参加してく

ださり、野鳥観察で歩かなかった天平自然園とネジキ

の小道をゆっくり観察した。午前中騒々しかったハル

ゼミがほとんど鳴かず、キビタキの声が聞こえたのは

ラッキーであった。天平自然園はレンゲツツジの盛り

で、青いアヤメが色を添えていた。また、ネジキの小

道の所々にレンゲツツジの花が見られ、増えてきたと

嬉しくなった。5 月としては異例の暑さであったが、木

陰は涼しく青葉の下で花や鳥の声に癒されたミニ観察

会であった。 

【本日の観察メモ】 

 僅かな風にも揺れる“ヤマナラシ”の葉は長い葉柄が

左右に押しつぶされた形（縦の楕円形）をしており左右

に揺れやすく、サラサラと葉擦れ音を鳴らし名前の由来

となった。街路樹として有名なポプラと同じ仲間であ

る。また、蝶の女王と呼ばれるオオイチモンジの食樹で、

幼虫は独特の食べ方をした葉っぱで布団（越冬巣）を作

り、冬を越すとのこと。長峰山でも見ることができるだ

ろうか。 

【確認した植物・動物】 

(木本)イタチハギ、ウリハダカエデ、キリ、コバノガマズミ、ニシキギ、ニセアカシア、

ミズキ、レンゲツツジ 

(草本)アカツメクサ、アマドコロ、アヤメ、カラスノエンドウ、クサノオウ、シロツメ

クサ、スイバ、ハルジオン、ヒレアザミ、ヒメジョオン、マムシグサ 

(動物)ウスバシロチョウ、カラスアゲハ、ベニシジミ、ミヤマカラスアゲハ 

キバネツノトンボ、キビタキ（声） 
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2019 年 6 月・7 月活動予定 
※未定の活動は例会時に相談して決めます。 

月 日 行     事 集 合 場 所 時 間 

6 月 

4（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（土） 矢ノ沢山の神社夏の大祓い 山の神社 9:50～ 

9（日） 安全技術講習 刈払機 天平自然園 9:00～  

12（水） 例会 
三郷交流学習センター

ゆりのき 
19:00～ 

15（土） 
自然観察 in 長峰山 2019～染色編～

下準備 
天平の森駐車場 13:00 

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 8:30～ 

26（水） さとぷろ。学校第 3 講 清水地区公民館 9:00～  

30（日） 
ミニスタードーム作りワークショ

ップﾟ 
松南地区公民館 9:00～ 

7 月 

2（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

3（水） 編集会議 豊科交流学習センター 18:00～ 

7（日） 森林の里親促進事業 天平の森駐車場 未定 

9（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

未定 安曇野市里山再生計画推進協議会 安曇野市役所 13:30～ 

10（水） 例会 松南地区公民館 19:00～ 

14（日） 森林整備活動 天平の森駐車場 未定 

16（火）  蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

28（日） きより館活動・ミニ自然観察会 きより館 未定 

31（水） さとぷろ。学校第 4 講 啼鳥山荘 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 
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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  

長野県松本市笹賀 2497－3 

■TEL&FAX 0263-58-0360  

■メール  mori21@yumedia.jp 
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