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活 動 か ら 

 

《蝶の森拡張部の整備》 

日  時：8 月 4 日（火）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人【蝶の森活動】 

活動場所：蝶の森  

活動内容：蝶の森草原の拡張作業、樹木札の現状確

認、チョウのルートセンサス 

 6 月に確定した蝶の森南東部分の草原拡張作業を行

った。サンショウ、ハギ、サワフタギなどを適宜残し

ながらカマ、ノコギリなどで小木を刈り払い、登山道

まで範囲を広げて作業を終了した。面積は広くないも

のの、しばらく手を入れていなかったのでびっしりと

茂ったノイバラを含む下草には手を焼いた。休憩の後

2 名は刈った木の始末、2 名は樹木札用の支柱を安曇

野市に用意していただけることになったので現状調査

を、1 名はチョウのルートセンサスを行い終了とし

た。5 名の力があったのでなんとか片付きすっきりし

たが、3 名くらいだとかなり辛いだろうなと、微力でも数は力なりを感じた。 

 草刈りに精を出しながらも自然に開花植物や昆虫に目が行ってしま

う。休憩中に飛び交うチョウや枯れたアカマツをつつくコゲラを観

察。汗を流す作業の疲れを癒すこの時間もまた楽しみである。 

 

 

 

 

《植樹地の草刈り》 
日  時：8 月 9 日（日）9:30～12:00 天気：曇り 参加会員：5 人 

【森林整備活動】 

活動場所：堤平  

活動内容：植樹地 A の下部一部、植樹地 B、遊歩道と法面の草刈り 

 長い梅雨のため作業できなかった植樹地の草刈りを行った。 

 まず、堤平入口周辺と植樹地 B を刈払機 4 台と手鎌で刈った。5 月末のフキ採取の際、刈

払機が使い易いように樹木周りの草を手鎌で刈っておいたが、時間と雨とで草は伸び放題

であった。また、最下部はニセアカシアが繁茂し大変な作業であったがベテランの 3 名が

さっと片付け水分補給の休憩に入った。 

2020年 9月 第 220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！ 

ミノムシのレインコート(残す樹木に

巻くピンクテープを利用している) 
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 休憩の後は、3 名が刈払機により遊歩道とその法

面と植樹地 A の草刈りをし、2 名が植樹地 B 上部フ

ェンス脇の藪と樹木周りの草を手鎌で刈った。 

 時間が来たので、植樹地 A の上部を残して終了

とした。 

手鎌の 1 名がコアシナガバチと思われるハチ

（確認する間もなく飛び去った）に刺されたが、

応急手当の甲斐があり大丈夫であった。救急用具

は持ち歩くのは邪魔になるが必要な事があるので

作業時には忘れないようにしたい。 

 

《長峰山活動地の樹木札の確認作業》 

日  時：8 月 11 日（火）9:30～14:30 天気：晴れ 参加会員：5 人【絆の森活動】 

活動場所：絆の森一帯、蝶の森  

活動内容：絆の森一帯の看板・樹木札確認作業 

 松本市内は 35℃を超える暑さだったが、森の中

は爽やかな風が吹いて、気持ちの良い活動だっ

た。 

安曇野市から太い丸太 5 本、細い丸太 10 本を提

供していただけるとのことで、その設置場所の確

認とともに現在設置されている看板・樹木札の交

換が必要か否かの確認をしながら絆の森一帯の見

回りを行った。樹木札の確認と共に堤平から絆

橋、天平自然園、烏帽子峰の遊歩道をゆっくりと

開花植物の観察をしながら歩いた。 

午後は、先週行った蝶の森の設置場所と樹木札の

確認を地図と照らし合わせていなかったので、再度番号を確かめながら記録して歩いた。 

樹木札の設置場所の地図と一覧表については、会員 3 人が管理し

ているが、今まで森倶楽部２１で作成して設置した看板・樹木札は

168 本。中には樹木が土砂崩れなどで無くなったり、枯れてしまい撤

去したものもあるが、大半の樹木札は年何回か樹木との確認作業を

行い、破損したり、新規登録した樹木札は冬期に作製して交換をし

ながら現在に至っている。                

 

 

《植樹地の蝶の森化》 

日  時：8 月 18 日（火）9:30～11:45 天気：晴れ 参加会員：7 人【蝶の森活動】 

活動場所：堤平  

活動内容：植樹地 A の林床草刈り、チョウのルートセンサス 

 お盆明けなのに暑い日が続いて、コロナウイルス感染は収まる気配がないという、あま

りよい状況ではないこのところの日々だ。でも、「森の健康と、自分の健康のために大好

きな森で、体を動かしましょう」ということで、7 人も集まった。 

このところ、どんどんその良さを呈してくれる植樹地 A の整備を行った。下半分は先日

草刈りが終わっているので、天平の森駐車場から入り下に向かって刈払機 2 名、手鎌 5 名

で進んで行った。 
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まず目に入ったのは、産卵に来てひらひらと舞っていたオ

オムラサキとクヌギのコブの樹液に群れているオオムラサ

キだった。コブにはほかの昆虫も来ていたが、我々の作業

にお構いなしに、樹液を吸っている。近づくと別のコブに

飛んでいく。コブはまさしく昆虫のレストランだ。スズメ

バチが訪れていたコブもあったが、そこには近づかないよ

うに作業した。 

 「クヌギとエノキの混交林

としたのは正解だ！！」と会

員の 1 人から喜びの声があが

った。 

幼虫の食草（エノキ）と成虫の食餌（クヌギ）を大切に樹

木の周りの草やツルを手鎌で刈り、他は刈払機の威力で午前

中に草刈りは終了した。 

 来年また、幼虫や蛹、チョウたちに会えるのが楽しみだ。 

 

 

《瓢箪池の泥上げ》 

日  時：8 月 23 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：5 人【絆の森活動】 

活動場所：絆の森水田跡地  

活動内容：水田跡地池の生物観察と泥上げ 

以前は不定期に行っていた整備だが、一昨年から、

水田跡地水辺ビオトープの維持管理のため、毎年同じ

時期に整備を継続していくこととなり、池の泥上げを

実施した。梅雨明けの 8 月に入ってほとんど降水がな

いため、昨日の夕立にもかかわらず、水田跡地は全体

的に水流がなく、瓢箪池とその西側上段に一昨年掘っ

た池(上の池と仮称)はほとんど干上がっていた。瓢箪池

にいつも見られるヤマアカガエルのオタマジャクシや

卵は見つからなかったが、親を 1 匹見つけた。それで

も上の池周辺は湿地状態になっており、オニヤンマが盛んに産卵を行っていた。そして上

の池からはオニヤンマのヤゴも見つかった。泥上げの結果、2 つの池とも水が少しずつ溜

まってきた。 

昨年しっかり泥上げをしたので、女性 3 名を含む少人数であったが、思ったより早く泥

上げが終わった。毎年続けると溜る泥の量が少なく作業は楽になるようである。 

また、上の池は被さる様に樹木の枝が張ってきて、上から見下ろすと水面が見えない状

態だったので、周辺の半分枯れかけたカラコギカエデ 3 本を手鋸で伐採、枝の処理を行っ

た。その結果、湿地周辺が明るくなり水面が上から見えやすくなった。 

水田跡地全体が、水田跡地と周りに立つ樹木から張り出した枝によってだいぶ暗くなっ

ている。以前の例会で提案されたが、樹木整理が必要

と思われる。池に懸かっている樹木については写真に

撮影したので、上段の池の名称と共に例会等での検討

が必要だ。 

 

 

 

 

 

水の溜った上の池で道具の泥落とし 
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8 月 23 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ 

  コース：天平の森駐車場～蝶の森 往復 

  参加者：会員 4 名 

今年度のミニ自然観察会は 4 回目となる。午後から雨の予報が外れて良い天気。 

出発時に丁度通りかかった女性に声掛けをしたが、

「楽しそうだが山頂まで行きたいので時間がない。」

とのこと。残念ながら今回も一般参加者なし。 

草原は秋の花が咲き始めていたが、チョウはまだ夏

休み中か少なかった。 

歩いていて目に留まったものを観察するのだが、

人それぞれ目に留めるものが違うので面白い。4 人い

れば 4 倍になるので、今回も予定時間を少しオーバー

した。 

【今日の目玉】 

遠目に蛇の抜け殻が木にぶら下がっている

なんて不思議だと思い近づくと、コアシナガバ

チの巣であった。他のアシナガバチは釣り鐘型

の巣を作るのに対し、このハチは前へ前へとせ

り出し舟形状の巣を作るのが特徴だそうだ。 

刺されるととても痛いとのことなので近づく

のはやめた。この時期は蜂が多くみられるので

気を付けよう。 

草にとまっている白いものをみつけた。 

バッタの抜け殻であった。 

普段は何気なしに通り過ぎてしまうようなものを見つける事

は宝探しのようで楽しいものである。 

 

【確認した開花植物】 

草本 アブラススキ、イタドリ、オオバコ、オケラ、オトコエ 

シ、オトギリソウ、オミナエシ、カワラナデシコ、キンミズヒキ、 

クズ、クルマバナ、ゲンノショウコ、コウゾリナ、コバギボウシ、 

シラヤマギク、シロツメクサ、セリモドキ、チヂミザサ、ツユク 

サ、ヌスビトハギ、ノアザミ、ハナニガナ、ヒカゲノイノコズチ、 

ヒヨドリバナ、ミズヒキ、ヤナギタンポポ、ヤマホタルブクロ、ユ 

ウスゲ、ヨウシュヤマゴボウ、 

木本 クサギ、マルバハギ 

【確認した昆虫】 

ヤマトスジグロシロチョウ、コアシナガバチ、アブラゼミ、ミンミ 

ンゼミ 

 

 

 

次回は 9 月 27 日(日) 13：00 天平の森駐車場 集合 
 

 

ミニ自然観察会報告 

コアシナガバチと巣の全景 

風で落ちたマツ瘤 



- 5 - 

 

 

 

堤平のススキに鮮やかなオレンジ色のわずか

2～3mm ほどの小さな虫が止まっているのを発見。

老眼には苦しいが写真に撮って拡大してみると、

とてもかわいいではないか。アカハネナガウンカ

といい、稲の害虫のウンカの仲間。翅は立派だが、

体に対し大きすぎるせいか、積極的に飛ぼうとは

しないため、じっくりと観察できる。目を凝らし

て、その愛らしい瞳を見つめると、思わず妖精と

呼びたくなる。 

 

 

2020 年 9 月・10 月活動予定 
※未定の活動は例会において相談して決めます。 

月 日 行     事 集 合 場 所 時 間 

9 月 

1（火） 
蝶の森活動（植物調査、チョ

ウの観察） 
天平の森駐車場 9:30～ 

8（火） 絆の森活動（樹木札設置） 天平の森駐車場 9:30～ 

9（水） 例会 松南地区公民館 19:30～ 

13（日） 森林整備活動（歩道草刈り） 長峰山山頂駐車場 9:30～ 

15（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

19（土） 本編集会議 笹賀公民館 13:00～ 

27（日） 絆の森活動・ミニ自然観察会 天平の森駐車場 9:30～ 

30（水） 里山学びの輪プロジェクト 清水地区公民館 9:30～ 

10 月 

6（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

11（日） 森林整備活動 天平の森駐車場 9:30～ 

13（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

14（水） 例会 三郷交流学習センターゆりのき 19:30～ 

20（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

25（日） 森林の里親促進事業 天平の森駐車場 未定 

未定 長峰山山頂草原の草刈り 長峰山山頂 未定 

未定 ミニ自然観察会 天平の森駐車場 13:00～ 

 

 
 

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 

 

自然観察おまけ ススキの原の妖精 

mailto:mori21@yumedia.jp
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