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山林所有者・林業従事者支援事業 
 

森倶楽部２１は、定款事業の一つに「山

林所有者・林業従事者支援事業」を掲げて

います。そのなかに「矢ノ沢地区行事に参

加、交流」という項目があり、年間行事への

参加を通じて地区の方々との交流を続けて

います。 

【 長峰山矢ノ沢常会との関わり 】 

森倶楽部２１が初めて長峰山に足を運ん

だのは 1999 年 12 月です。活動は、1998 年

大町市海ノ口でのカラマツ林の間伐作業か

らでした。ここでの整備の目処も立ち、も

う少し近い場所に活動地があったらとの思

いから、松本地方事務所の仲立ちで明科町

の長峰山で活動させていただくことになり

ました。 

長峰山森林体験交流センター（天平の森）

と林道長峰線は冬の間はクローズされるの

で、翌年の春、サクラが満開の 4 月からい

よいよ本格的に活動開始でした。当時は大

口沢からの林道は整備されておらず、明科

側から入るルートより、心躍らせながら長

峰山に足を踏み入れました。 

初めて見る長峰山一帯は、放置され荒れ

果てていて、ツルに巻かれた木が多く、風

通しが悪く、どこから何をねらいに手を付

けていけばよいのかわからない状態でした。 

明科町は、ちょうど明科町誌の自然編編

纂に向けて、各分野の専門家の方々に調査

を依頼している時でしたので、長峰山での

調査時に、自然の見方や調査の仕方を体験

させていただけるようお願いし、同行させ

ていただくことになりました。その中で蝶

類生態研究家の浜栄一先生から、関係する

里山の全区域を歩いて観ること、里山に暮

らす方々から様々な話を伺うようにと言わ

れました。 

2000 年の 6 月、今は亡き矢ノ沢常会の内

川幸雄さんと内川唯信さんに「天平の森」

で里山の暮らしや生き物など多岐にわたる

お話をしていただきました。その後、お二

人と一緒に周辺を歩き、場所の名前や昔の

様子なども伺いました。 

翌年、チョウの調査で初めて矢ノ沢集落

まで歩いた時に、偶然内川幸雄さんに再会

しました。その後も野鳥調査などで何度も

矢ノ沢集落に通ううちに集落のみなさんと

も顔を合わせましたので、「山の手入れでお

困りのことがあればお手伝いしたい」と伝

えたところ、「天平自然園の草刈りに困って

いる」とのことで、早速 7 月の活動日に矢

ノ沢の方々と共同作業を行いました。作業

終了後には矢ノ沢山の神社（やまのかみし

ゃ）境内で地元の婦人達が準備してくださ

った焼き肉を食べながら懇親会を行いまし

た。 

2019年 12月 第 212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！ 

祭りの花飾り作り 
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この草刈りがきっかけになり、天平自然

園の草刈りなどの保全活動をさせていただ

くことになり、自生しているレンゲツツジ

の手入れと草刈りを 6 月と 10 月の毎年 2 回

行ってきました。 

また、両内川さんからは、竹皮で作る竹

草履、竹箒（ほうき）、ツルで作るザルなど

の講習などもしていただき、徐々に私たち

も矢ノ沢地区を身近に感じるようになりま

した。 

2012 年には、矢ノ沢地区森林整備事業に

おける現地事務所として、矢ノ沢公民館に

隣接する旧矢ノ沢分校をお借りし、「きより

館＊」と名付け、森倶楽部２１は矢ノ沢常会

の準区民？になりました。（自負しているだ

けですが・・・） 

常会の行事である春と秋の側溝ざらい

（4・11 月）、夏の道路わきの草刈り（7 月）、

三九郎と新年会(1 月)、山の神社本祭り(10

月)、山の神社大祓い（6・12 月）に参加し、

交流を重ねています。 

 
＊きより館：気寄りと表現したらいいでしょうか。

気持ちよく集まる。気持ちを寄せ合う。という意

味を含めたある地方での方言だと思われます。 

「きよりがいいね」等と使われます。 

 

【 秋の側溝ざらい 】 

11 月 24 日日曜日。秋の側溝ざらいを行っ

た。天気は良く雪を被った北アルプスの

山々が望めて、さほど寒くはない朝であっ

た。 

8 時、きより館に 7 名が集合。不幸にも火

災にてお亡くなりになった地区の西村永明

さんご自宅跡へ伺いご冥福を祈り、それぞ

れの持ち場に就いた。 

天平自然園から山の神社まで、そこから

下に二十三夜塔までの側溝ざらいの 2 班と、

きより館周辺掃除ときのこ汁作りの 1 班に

分かれた。 

側溝ざらいは雨水桝の落ち葉・土砂上げ

を優先に側溝の落ち葉除去、道路の落ち葉

掃きと進めていった。雨水桝の落ち葉は半

分腐っていて重く、ジョレンとフォークを

使ったが、持ち上げるのが難儀であった。

道路の落ち葉は竹ぼうき・竹の熊手・雪か

きを使い道路の左右に集め、直接山の中に

運び入れられる所は雪かきを使い、側溝の

ある側はジョレンで集めた側溝内の落ち葉

と共にブルーシートに乗せ運び出した。身

体第一に、時々休憩を取りながらの作業で

あった。途中から地区の方が助っ人に入っ

てくださり 11 時半前には無事終了した。歳

を重ね足腰が弱くなり無理の効かない体に

なって来た。雨水桝掃除用の道具の工夫が

必要だと感じた。 

きより館では、2 名が加わり堤平のきのこ

園で収穫したナメコ＊＊を使って昼食に供す

る「きのこ汁」を作った。それと並行し、き

より館内外の掃除と花壇の整備を行った。 

11 時半、全員が矢ノ沢公民館に集まり、

「天平の森」特製のおにぎり弁当・きのこ

汁・地区の方差し入れの飲み物と総菜・倶

楽部員差し入れの漬物で和気あいあいとお

昼の時間を過ごした。 

1 時間程でお開きにし、それぞれ午後の予

定に向かった。 

倶楽部員は、1 時からのミニ自然観察会へ

2 名が、遊歩道を塞いでいるアカマツの倒木

処理に 2 名、残り 4 名はキノコの採集をお

こない、流れ解散とした。例年はきより館

に手作りのしめ縄を飾るが、今回は不幸が

あったため取りやめた。 

地区の方は、山の神社と道祖神用のしめ

縄を作っておられた。 

しめ縄作り 
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こうして、皆が集い、お互いが出来るこ

とを続けていくことが“絆”なのだと感じ

た。 

 

＊＊きのこ園で収穫したナメコ：活動中に出た

間伐材の中からキノコの生育に合う種類

と太さのものをほだ木として選びナメコ・

シイタケ・クリタケ・ヒラタケの菌を打ち

込み、森の中で栽培しています。いわゆる

原木栽培のきのこです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月の活動から 
11 月 5 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～14:00 活動場所：蝶の森、絆の森 参加会員：5 人 

天平自然園は前回刈り残した部分の草刈りを刈払機と

手鎌で行った。自然園のレンゲツツジは道路沿いをメイン

とし、草原の真ん中のものは思い切って整理した。草原が

より草原らしくなり、来年の作業の負担の軽減にも繋がる

と思われる。 

蝶の森の刈り草はよく乾燥していて軽かったが、3 名で

はさすがにキツかった。竹の標識が 2 本しかないところが

あり、修復する必要がある。蝶の森草原の活動について今年度予定した作業は終了したの

で、次回は除伐等に移りたい。 

きのこ園でナメコとヒラタケを収穫した。会の活動にナメコは必要なので、ナメコ用の

ほだ木の調達を皆で考えたい。 

 

11 月 10 日（日）【森林整備活動】 

9:00～11:00 活動場所：堤平 参加会員：6 人＋2 人 

延期になっていた堤平のススキの刈り取り作業を行った。ススキ原の中にニセアカシア

が結構生えていて、トゲに注意しながら 6 台の刈払機で効率よく行うことができた。北東

斜面にジバチの巣がありブンブンしていた。 

 この日は、清水地区竹林整備 1 周年記念パーティーが行われ、森倶楽部２１からも 2 人

は最初から清水地区で竹林整備をしながら、パーティーの準備を手伝った。清水地区では
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9 名の参加で大盛況、パーティーが始まる頃には、他の地

区からの参加者、「さとぷろ。学校」受講生親子、清水の女

性陣、子どもたち、森倶楽部２１からも活動を終了して 6

名が合流。大変にぎわいのある祝いの席となった。これま

で竹藪で見えなかったクリの木、カエデの紅葉も美しく、

里山の美しい一日であった。 

12 月 8 日山頂草原の疎林化下の作業には、清水からも 3

名参加してくださることになり、交流が良い形で進んでい

きそうだ。 

 

11 月 12 日（火）【絆の森活動】 

 9:30～12:00 活動場所：天平自然園、長峰山山頂草原 参加会員：4 人 

 天平自然園と山頂草原の刈り草の片付けを行った。前日

の雨で、折角乾いた草が、また重くなったのではないかと

懸念したが、よく乾いていて、運び出しは楽であった。山

頂草原も 10/27 に刈払った草がよく乾いていて、南斜面近

くにまとめておいた刈り草の運び出しを行った。 

 

 

11 月 19 日（火）【蝶の森活動】 

 9:30～14:00 活動場所：長峰山頂、蝶の森、堤平 参加会員：4 人 

 これまでの観察で、山頂草原の南側土手にも山頂草原の

植生が見られたため、この部分の刈り草を片付ける必要が

あると判断した。土手はきれいに草刈りがなされており、

この刈り草を纏めて降ろし、林道の下に片付けた。藪も刈

り払われているので、来期はどんな植物が顔を出すか楽し

みである。またジャンプ台横についても草原植生が拡がる

ように刈り草をできるだけ下方へ降ろした。 

 作業中、スジボソヤマキチョウの♂が飛んでいるのを見つけた。通常 10 月中旬には冬眠

に入る種なので、刈り草の中での冬眠中を起こしてしまったのかもしれない。また、多数

のフユシャクの仲間が林道沿いを飛んでいた。 

 蝶の森については草原西側及び東側の林縁に手を入れる必要がある。 

キノコ園ではシイタケ、ヒラタケ、ナメコを収穫した。 

 

 

    訃報 
 

   11 月 15 日、矢ノ沢常会の西村さん宅から出火した火災により、西村永明さんが 

命を落とされました。 

   西村さんには、矢ノ沢と交流させていただいた当初から、長峰山の歴史や自然に 

ついて、多くのことを教えていただきました。 

   平成 17 年におこなわれた「天平の森」施設開設 10 周年の記念行事では、先頭に 

立ってまとめてくださり、山里の伝統文化の継承、山里に人が集うことを誰よりも 

願っておられました。定年退職されてから「出水庵」を構え、山里の歴史、文化を 

執筆されることに心血を注がれていました。残念でなりません。 

謹んでご冥福をお祈りします。 
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ミニ自然観察会報告              
 

    11 月 24 日（日） 13：00～14：15 天気：くもり 

    コース：天平の森駐車場～烏帽子峰～馬車道～天平自然園～駐車場  

∔    参加者：会員 2 名 

 午前中の矢ノ沢地区内の側溝ざらい後、今年最後のミ

ニ観察会は一般参加者もなく、午後の活動予定が組まれ

ていたため会員 2 名で行った。 

紅葉も終わり、葉を落とした樹々の間の道をカシャ・

カシャと音を立て落ちたばかりの葉を踏みしめて歩け

るのはこの時期ならではの醍醐味だ。一雨くればもう音

はしなくなる。そんな枯れ葉色の景色の中に、真っ赤な

ガマズミの実や、薄紫のムラサキシ

キブの実が目に留まった。常緑のヤ

マカシュウが枝に絡まっていたり、アキノキリンソウが秋を惜しん

でひっそり咲いているのがやけに目立ったり、緑の濃い季節とは違

った感慨があった。裸の樹々の間から色々なものが見通せて、枯れ

枝にクスサン・ウスタビガ・ヤママユの繭を見つけるのもこの時期

である。 

 

【今日のめだま】 

 葉の落ちたニセアカシアの枝に細い枝様の物がたく

さんついていた。これは葉柄で、落葉時に小さな葉(小

葉)と共に落ちると思っていた。そこで小葉が落ちずに

残っている枝をたたいてみたら小葉ははらはらと落ち

たが葉柄は残ったままであった。そして残った葉柄に

触るとポロリと落ちていった。さて他の木の葉はどの

ように散るのであろうか？ 

 今まで「おちば」は拾っても散り方には気を留めなか

った。葉っぱの最期の仕事に目を留めたくなるのは歳 

のせいだろうか。 

これからの課題を与えられた観察会であった。 

 

【確認した開花植物】 

 （草本）アキノキリンソウ、ヒメジョオン 

 （木本）ガマズミ(実)、ムラサキシキブ(実) 

 

 

 

 

 いろんなことを発見しよう 

ミニ自然観察会！！！   次回は来年 4 月 26 日(日) 
 

 

 

葉柄 

小葉 

ニセアカシア 

（奇数羽状複葉）

数                                        

。 

枝 

葉 
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2019 年 12 月・2020 年 1 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 

12 月  

3（火） 
蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

保険更新手続き 永田宅 9:00～ 

8（日） 

森林整備活動 長峰山山頂駐車場 9:30～ 

大祓い 矢ノ沢山の神社 10:00～ 

望年会 長峰荘 17:00～ 

9（月） 長峰莊支配人と懇談 長峰莊 9:00～ 

11（水） 通信発送作業・例会 三郷交流学習センター 19:00～ 

14（土） 本編集会議 笹賀農村環境改善センター 13:30～ 

18（水） 森に学ぶネットワーク会議 塩尻市北部交流センター 15:00～ 

31（火） 森に学ぶ原稿締め切り     

1 月 
11（土） 通信発送作業・例会 松南地区公民館 13:30～ 

12（日） 矢ノ沢三九郎 きより館 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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