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矢ノ沢常会との交流 その２ 
 森倶楽部２１は、矢ノ沢常会の行事で春

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。

矢ノ沢常会との関わりについては 2019 年

12 月（第 212 号）に詳しく掲載してありま

すが、今回は 1 月 12 日に行われた三九郎

について報告します。 

三九郎は正月の松飾りやしめ縄を炊き

上げ、厄払いや家内安全、五穀豊穣、商売

繁盛などを願うお祭りで、道祖神の前で行

うものであったと矢ノ沢常会の故西村永

明さんが三九郎と道祖神の関係について、

冊子にまとめてくださっています。（「どん

ど焼き」「さぎちょう（左義長）」と呼んで

いる地域もあるようです。） 

また、若年（わかどし）の 1 月 14 日に

米粉で作った繭玉をヤナギの枝につけ「萬

物作（よろずものづくり）」を願い、15 日

に焼いて祈願する小学生の行事であると

のことです。 

 森倶楽部２１が初めて三九郎に参加し

たのは、2011 年出水地区の三九郎です。櫓

（やぐら）を組むところから参加させても

らい、大きな立派な三九郎が作られました。

青竹でできた三九郎は、火をつけると「パ

ン、パン」と豪快な音がして、爆竹とはま

さにこのことかと納得したことを覚えて

います。終了後は矢ノ沢公民館で参加者全

員の会食会を行いました。 

江戸時代より長い伝統行事として道祖

神のある 3 ヶ所で行っていた三九郎は、そ

の後常会内の話し合いを経て、2014 年（平

成 26 年）1 月 12 日に公民館近くのゲート

ボール場 1 ヵ所で実施され、故内川幸雄さ

んの「三九郎のうた」などが披露されまし

た。 

西村さんの記述によると、「三九郎の位

置づけを、必ず道祖神の前で行うものとし

て、ゲートボール場の付近に合同の“平成

の道祖神”を建立したらという提案がなさ

れた」とあります。2016 年には出水地区、

和出村地区、下村地区の道祖神を移転し合

祀することに常会一同が合意し、場所は公

民館前の旧道登り口南側の道路ブロック

積みの上部と決定しました。その年の 11
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月には完成し集合道祖神完成式典が行わ

れ、森倶楽部２１からも理事長が出席して

います。 

2017 年からは、必ず集合道祖神の前で参

加者全員が手を合わせてから、炊き上げる

ようになりました。 

 

 

【 三九郎 】 

1 月 12 日日曜日、矢ノ沢常会の三九郎

が行われた。 

既に、常会の方により例年行っているゲ

ートボール場跡地に太い竹で骨組みがで

きていて、てっぺんにはダルマが鎮座して

いた。朝早く集まった男性陣は竹林から青

竹を伐り出し、軽トラや乗用車の屋根に載 

せて運び、骨組みの周りに組み込み、稲藁

や正月飾りなども取り付け完成させた。 

新年会準備担当は、かまどとロケットスト

ーブに火をつけ準備を始めた。 

10 時頃、森倶楽部２１会員は集合し、き

より館内の神棚にお神酒をあげて、今年 1

年の無事を祈った。その後、常会の方たち

と合流し、道祖神前でロウソクを竹筒の中

に灯してお参りし、三九郎を囲みお神酒を

いただいてから点火した。 

炎は、青竹のパンパンパンという破裂音

を響かせ、みるみるてっぺんのダルマまで

かけ上がった。この音は竹の多い明科地区

ならではの醍醐味である。 

燃えてできた熾火で、米粉で作った繭玉

を焼き、この 1 年の五穀豊穣・無病息災を

祈っていただいた。 

 

 

 

【 新年会 】 

ポカポカ陽気で風もないので、今年の新

年会は永田理事長の発案により公民館の庭

でビュッフェ形式となった。 

新常会長の平林克明さんが棚田米、手打

ちうどん、おでんなどを用意してくださり、 

賄い担当者は大変楽をさせていただいた。

かまど（竈）とロケットストーブをフル活

用し、ナメコ、ヒラタケ、野菜などをふんだ

んに入れた煮込みの手打ちうどん、棚田米

を炊いてゴマ塩とゆかりおむすび、玄人は

だしのおでん。そのほか森倶楽部２１のき

のこ園で採れたシイタケの煮付け、漬け物、

果物、煮りんごなどの料理が庭のテーブル

に並び、みなさんおかわりをした。おしゃ

べりにも花が咲き、賑やかな新年会となっ

た。内川昭二さん差し入れの焼き芋もホク

ホク美味しく、おなかがはち切れそうであ

った。 

 矢ノ沢常会は 4 世帯だけとなってしまい

三九郎・新年会は淋しいものになるのでは

と心配したが、若い常会長さんが頑張り、

また会員も一緒になって盛り上げ絆が深ま

った感じがして、とても印象深い新年会で

あった。 

 

 

1月の活動から 
1 月 12 日（日）【きより館活動】 

 9:30～13:00 活動場所：きより館 天気：晴れ 参加会員：12 人 

 活動内容：矢ノ沢常会三九郎参加と新年会 
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 9 時にきより館前に集合し、矢ノ沢常会の方と男性陣は竹の伐り出し、三九郎の準備を行

い、女性陣は新年会の料理を準備した。 

おおよそ準備が整ったので森倶楽部２１の参加者全員で、きより館内の山の神に今年１

年の活動の安全を祈願した。その後、矢ノ沢常会と森倶楽部２１の参加者が集合道祖神前

に集まり、竹筒の中に灯るロウソクを前に今年の安全を祈願した。 

＊詳細は、前ページにて報告 

 

 

2月の活動から 
2 月 9 日（日）【林産物活用・環境保全活動】 

9:00～13:30 活動場所：松南地区公民館 参加会員：5 人 

活動内容：樹木札の作製・ 文字転写と掘り込み 

昨年暮れの樹木札調査で、作り替えの必要なものについ

て作製を行った。事前に必要な木版の準備をしておいたの

で、今回は、文字の転写と、ルーターでの掘り込みを大小

合わせて 26 枚行い、バリ取りなどの仕上げが終了した。 

今まで樹木札作製はきより館で行っていたが、真冬の時

期でもあり、松南地区公民館の工作室で行うことにした。

材料と道具の搬送が手間だが、会員の 1 人が事前に準備し

てくれたので問題なく行うことができた。文字の転写も、大部分を事前に済ませてくれて

あったのでスムーズに行うことができた。 

真冬は道路事情や寒さを考えると、工作室などを借りた方が作業をスムーズにできるが、

次回の塗装作業は、乾燥の事も考えてきより館で行う予定である。 

 

 

 

  

 

 

ぽかぽか陽気に誘われて長峰山へ行ってきました。 

林道は閉鎖中なので矢ノ沢経由で天平（あまってら）自然園に車

を停め、烏帽子峰水平道・馬車道・堤平・蝶の森・長峰山山頂と歩い

ていると、やっぱり陽気に誘われてか、何人もの歩いている方や走

っている方に出会いました。 

半分眠っている森の中は静かで、樹々は少し色づいて春の訪れを

待つかのようでした。 

堤平の木樽を覗くと氷は薄く、ダンコウバイ

は花芽が膨らんでこころなしか黄み掛かってみえました。 

やっぱり今年の冬は暖かいのでしょう。 

  

 

 

 
昨年 3月 2日の木樽：全面厚い氷に覆われていました。 

 

 

 

 

長峰山 NEWS その 1 
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歩いていて目に付いたのは、ウスタビガの繭とクスサン

の繭です。 

ウスタビガの繭の表面に産み付けられた卵は見つけられ

ず、鳥につつかれたのか穴の開いた繭がぶら下がっていま

した。何故？枯れ木の中であんなに目立つ色の繭なのでし

ょうか。それに比べ、クスサンは枯れ葉色の網の繭で枯れ

葉に包まれたものが多く、目立ち

ません。ひっそりと眠っているようです。 

数えてみたわけではありませんが、両方とも昨年に比べ多い

ようです。 

 

 

 

さらに、カマキリの卵を見つけました。 

枯れた松林に生えている 50 ㎝ほどの幼木の根元近くにふたつ

並んでいました。近くのススキの根元にもありました。 

「カマキリは本能的に積雪の影響を配慮し、その年の積雪量

を“予測”して、安全な場所に産卵する。すなわち、その冬

の積雪が多いと木や草の高いところに卵を産む。」という説と

「言い伝えであり、カマキリは予測してはいない。」という説

があるようです。 

 今年は雪が少なかったですよね。カマキリの予測が当たっ

ていたのでしょうか？ あくまで予測ですから・・・。 

“想定外”という事もあるのでしょうか？ 大雪の年の位置

を見てみたいものです。 

 こんなことを考えながら枯れ木の山道をぶらぶら歩くのも

楽しいものです。 

 

山頂に着くと、ハングライダーが４機待機していました。飛行機の通過を待って

いるとのこと。飛び発つのを待たず、長峰山を後にしました。 

 帰り道で、枯葉の下からふきぼこが

顔を出しているのを見つけました。 

  

やっぱり春はそこまで来ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 24 日  

長峰山 NWES その 2 

ウスタビガの繭 

クスサンの繭 
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2020 年 3 月・4 月活動予定 
※未定の項目は例会時に相談して決めます。 

 

月 日 行     事 集 合 場 所 時 間 

3 月 

2（月） 森に学ぶ・調査報告書印刷・製本 庄内地区公民館 13:00～ 

8（日） 樹木札作製 きより館 9:30～ 

14（土） 本編集会議 永田宅 13:00～ 

15（日） 理事会 松南地区公民館 9:00～ 

22（日） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

4 月 

2（木） 会計監査 永田宅 10:00～ 

7（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（水） 通信発送作業・例会 
三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりの

き 
19:00～ 

12（日） 
矢ノ沢側溝ざらい 

道具の保守点検 
きより館 未定 

14（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

19（日） 通常総会 長峰山森林体験交流ｾﾝﾀｰ 9:30～ 

21（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

26（日） キノコ駒うち、ミニ自然観察会 天平の森駐車場 9:30～ 

 

＊3 月 11 日に予定していた例会は、中止となりました。 

 

矢ノ沢地区三九郎・新年会から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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