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活 動 か ら 

 

《指標植物調査》 

日  時：9 月 1 日（火）9:30～12:10 天気：曇り 参加会員：6 人【蝶の森活動】 

活動場所：天平自然園、蝶の森の草原  

活動内容：指標植物調査、耕起実験区の植生調査、新しく広げた草原の植生調査 

 まず、天平自然園の指標植物調査を実施した。

指標植物はワレモコウ、タムラソウ、オミナエ

シ、ホタルサイコの 4 種。いずれも開花数が減っ

たり、みられなくなっており、全体的に開花植物

が少なくなっている。しかし、エゾカワラナデシ

コは増えて開花があちこちでみられた。上層木の

サクラの枝を剪定してもよいのではないかと話し

合った。 

続いて、蝶の森の草原では、上記 4 種にツリガ

ネニンジンとオトコエシを追加して調査した。こ

ちらは年によって増減はあるものの、今年も変わらないように感じた。タムラソウは増え

ているようだ。 

耕起実験区では、アヤメやオトギリソウなどの増加が見られ皆で喜んだ。 

また北西部に広げた草原に新しくコドラードを設置し

て、スタートの調査を実施した。ハネガヤが多くそのほ

かはツル植物やニガイチゴが繁茂しているので、少し低

めの草刈りを心がけ、草原性の植物が増えるのを期待し

たい。皆でコドラードを囲んで植物を見つけながら調査

を実施し、今後の整備に向けた意見交換もできてよい学

びとなった。 

 

 

《樹木札・杭の設置》 
日  時：9 月 8 日（火）9:30～12:00 天気：曇り 参加会員：7 人 安曇野市林務課 3 人

【絆の森活動】 

活動場所：絆の森堤平、蝶の森  

活動内容：樹木札・案内板杭設置 

 安曇野市林務課の係長以下 3 名の協力を得て、懸案になっていた古い樹木札と杭の交換

を行った。 

2020年 10月 第 221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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今の森倶楽部２１のマンパワーでは、樹木札の

杭打ち作業が体力的に難しくなってきたので安曇

野市に協力をお願いしたところ、職員 3 名の応援

と、杭を 10 本用意してくれることとなった。 

当日は、3 名がすごい力を発揮してくれたお陰

で、市からの 10 本と森倶楽部２１で準備した 12

本の計 22 本全ての杭打ちをやり遂げることがで

きた。会員は打つ杭を支える役と、樹木札を取り

付ける役を担った。 

 時間内にできなかった樹木札の取り付けは次回

以降とし、午前中で作業を終了した。 

新しくなった杭や樹木札を見ると、冬の間準備しておいてよかったとつくづく実感し

た。まだ取り換えねばならないものがあるので、再度このような機会を持てたらいいなと

思う。 

気温 30 度を超す暑い日であったが、台風 10 号の余波

の強い風が気持ちよかった。 

応援に来ていただいた安曇野市職員の方には、感謝感

謝である。               

朝、きより館から山頂に向かう途中、二十三夜塔付近

の路上にコナラの太い枝が風で折れて落下し、道路をふ

さいでいた。チェーンソーで処理して道路わきに片づけ

た。 

 

 

《長峰山～塔ノ原城跡入口までの歩道巡検》 
日  時：9 月 8 日（火）12:30～14:30 天気：曇り 参加会員：4 人 【森林整備活動】 

活動場所：長峰山～塔ノ原城跡入口  

活動内容：13 日の歩道草刈り活動に向けて、草の伸び具合、アカマツの倒木等確認 

13 日の歩道草刈りが午前中で終了できるか見積もりと倒木等の状況を知るために、長峰

山山頂から塔ノ原城跡入口まで巡検した。アカマツの倒木が歩道上に掛かっている部分が

2 箇所ほどあったが、歩けないほどではなかった。枯れたマツに寄りかかっている枯れ松が

1 本、歩道の真上近くにあり危険を感じた。全体に草丈は低く、気になったのは、山頂付近

のササとマレットゴルフ場近辺のマツが枯れて日射しが入る部分に繁茂したニセアカシア

であった。 

予定の点検を終え、久しぶりに林道を歩いて山頂へ戻った。道中、カツラ、リョウブ、

イタヤカエデの占有する場所が見られ、活動地では見られない樹種に驚いた。 

観察かたがた歩いてもどったら 2 時間が経過し、歩数計は 13,000 歩を超えていた。 

帰宅途中、パノラマパークの歩道を見まわったが、こちらも思いのほか草丈が低く、倒

木も無かった。  

 

 

 

 

 

 

 

 クサギの花（７月３１日撮影） 
 

クサギの若実 
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《歩道草刈り・中止》→《ツールボックスミーティング》 
日  時：9 月 13 日（日）9:30～10:30 天気：曇り次第に雨 参加会員：11 人、特別参加

者 1 人 【森林整備活動】 
活動場所：山頂展望台 

活動内容：ツールボックスミーティング 

 集合した時点ではポツポツだった雨が始めの会の途

中で本降りになり、駐車場から木の下に避難したが、

雷を伴ってきたので展望台に移動した。 

 小雨なら決行という事で 1 時間ほど様子を見る事に

し、せっかく大勢集まったので、安全技術リーダーを

中心に「ツールボックスミーティング」を行った。 

 しかし、1 時間たっても雨は止まず、気象庁の情報で雨雲の様子を調べても午前中には

上がりそうもないので中止とし、次週 20 日(日)に延期し散会した。 

 

《きより館内の整理》 
日  時：9 月 13 日（日）10:30～12:30 天気：雨のち曇り 参加会員：4 人 【きより館

活動】 

活動場所：きより館  

活動内容：きより館整理、片付け 

 きより館内には森倶楽部２１の歴史と共に、いろいろなものが増え雑然としてきた。ま

た大発生したナナフシの死骸やネズミのフンで大変な状態になっていた。9 月例会で 11 月

中に整理整頓する予定になっていたが、本日雨のため歩道草刈りが中止となり、多くの会

員が集まったので、せっかくだから実施しようということになった。森林整備用の備品類

に 2 人、その他の食器、棚、押し入れ内などは別の 2 人で中身を確認しながら整理、仕分

けをした。廃棄物の出し方等は常会と相談（一部は会員で処分）し、不要物は 1 月の三九

郎の時に活用を決めることになった。午前中になんとか片付き、きれいになった。 

雨漏り跡などのメンテナンスは今後の課題である。 

 

《調査プロット竹杭設置》 

日  時：9 月 15 日（火）9:30～11:30 天気：晴れ 参加会員：4 人【蝶の森活動】 

活動場所：蝶の森  

活動内容：調査プロットの竹杭の設置と樹木札の取り付け 

 蝶の森草原の植物調査プロット 4 箇所で目印の竹杭の設置

と、安曇野市と協働で実施した樹木札設置の続きを行った。目

印杭は、きより館から径 3～4 ㎝の竹を運び、ノコギリで先端

をとがらせてから打ち込み、上部にピンクテープを巻き付け

た。樹木札は、未設置分など

5 枚の取り付けを行った。 

このところ活動が続いて

いるが、みんな良く参加し、

着実に整備が進んでいるこ

とは嬉しいことだ。 

コロナ禍でも森は密にならず安全なので、気持ちは晴

れる。 

天気も良く、気持ち良く作業をすることができた。 
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《歩道の草刈り》 

日  時：9 月 20 日（日）9:30～ 天気：曇り 参加会員：8 人【森林整備活動】 

活動場所：長峰山山頂～パノラマパーク  

活動内容：歩道草刈り 

 草刈りを行う歩道は、長峰山山頂から雲龍寺

方面に下り、塔ノ原城跡入口に降りてから林道

を歩き、「デーラボッチ」を通って、パノラマ

パークまでである。毎年 9 月に草刈りを行って

いる。9 月 13 日に予定していたが雨で順延にな

り、本日無事終了することができた。 

午前は刈払機組 6 人、手鎌組 2 人が、山頂か

ら塔ノ原城址入口へ向かう組と逆から山頂への

組に分かれて、5 メートル以上離れることを確認しながら作業をした。「里山整備中」の

幟とコーンを立て通行人に知らせ、山歩きやマウンテンバイクの人に注意しながら行っ

た。 

午後は刈払機組 3 人、刈り草片付け組 1 人でパノラマパーク入口から林道長峰線との出

会いまでを作業した。 

山頂の笹薮は丈が高く少し大変であったが、他は草丈が短く作業がしやすかった。 
 

 

《烏帽子峰遊歩道草刈り》 

日  時：9 月 27 日（日）9:30～12:00 天気：晴れ 参加会員：6 人【絆の森活動】 

活動場所：烏帽子峰  

活動内容：遊歩道整備 

馬車道、水平道、烏帽子峰遊歩道（一部）草刈り 

      烏帽子峰西の入口と馬車道東の入口は春から 3

回ほど草刈りを行ったが、水平道や馬車道は今年

度初めての草刈りになった。 

馬車道はアカマツが松くい虫で枯れたり倒れた

りで、陽当たりが良くなり、道端の草がかなり繁

ってきて作業は思いのほか時間がかかった。 

水平道は西側から始め、3 分の 2 ほどは樹木が陽射しを遮り草丈は短いので作業は楽で

あったが、陽当たりの良い馬車道との合流点あたりは繁茂していて手数がかかった。遊歩

道沿いはサラシナショウマやヤクシソウが数多く見られた。 

烏帽子峰遊歩道の状況確認を行い、峰の西側から草刈

りを行ったが、登り 3 分の 1 ほど刈ったところで時間切

れとなり、次回に回すことにした。 

 草刈り作業の途中、2 名は矢ノ沢常会の祭り用の「花

こしらえ」に参加した。初めて参加した頃は 60 本ほど

作っていたが、今年は 20 本

とのこと。途中参加だった

ので 30 分ほどで終了し、草

刈りに合流した。 

 

 

 

開花植物を残しての草刈り 

サラシナショウマ 
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9 月 27 日(日) 13:00～14:30 天気：晴れ 

  コース：天平の森駐車場～烏帽子峰入口 往復 

  参加者：会員 4 名 

烏帽子峰まで行く予定であったが、自然大好き

メンバーの興味を引く植物、昆虫が多く、烏帽子

峰の入口まででタイムアップ。帰りは天平の森キ

ャンプ地エリアを回って駐車場に戻った。テント

サイトの大きなエノキを見上げたら葉っぱに心惹

かれる影が見えた。木に登って確認。冬越し前の

オオムラサキの幼虫であった！ 

今年はいろいろな形のオオムラサキと会えた。

越冬幼虫、エノキの葉を食す幼虫、蛹、羽化した

ばかりの成虫、舞い飛ぶ成虫、クヌギの樹液を吸う

成虫。そして今回の越冬前の幼虫である。無事冬を越し、来年はもっと多くのオオムラ

サキに会えることを期待しよう。 

  

円形広場の垣根に薄紫のアケビを発見。丁度食べごろなので採

って味わった。自然の恵みである。もちろん鳥の分は残してお

いた。 

 

【今日の目玉】 

  愛車のタイヤに大きな蛾が止まっていた。同じような蛾がトイレの壁に何匹も止ま

り動かない。クスサンの成虫である。6 月に大量発生し、白い毛をなびかせてクリの葉

を食べつくしたクスサンが繭を作り羽化したのだ。これから産卵し卵で越冬する。 

   

 

 

 

【確認した開花植物】 

草本 アカネ、アキノキリンソウ、アズミノアザミ、イタドリ、イヌタデ、オトコエ 

シ、キンエノコロ、ゲンノショウコ、ゴマナ、シロツメクサ、シラヤマギク、タニソ 

バ、チヂミザサ、ツユクサ、ナンテンハギ、ノコンギク、ハナタデ、ヒメジョオン、 

ボタンヅル、ヤクシソウ、ヤマニガナ、ヤマハッカ、ユウガギク、ヨウシュヤマゴボ 

ウ 

木本 クサギ 

【確認した昆虫】 

 メスグロヒョウモン、ミドリヒョウモン、クモガタヒョウモン、スジボソヤマキチョ

ウ、キタキチョウ、コマルハナバチ、アキアカネ、オオムラサキの幼虫、クスサン 

 

次回は 10 月 25 日(日) 13：00 天平の森駐車場 集合 
 

ミニ自然観察会報告 

様々な色のものがいる 
繭 

(スカシダワラ) 

 

  

幼虫：黒い影の右 

幼虫 

(シラガタロウ) 卵 
卵 
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2020 年 10 月・11 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 

10 月 

2（金） 明科中学学校登山下見同行 長峰莊 9:00～ 

6（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

10（土） 例会 
三郷交流学習センター 

ゆりのき 
13:30～ 

11（日） 矢ノ沢本祭り 矢ノ沢山の神社 14:00～ 

13（火） 絆の森活動（草刈り） 天平の森駐車場 9:30～ 

20（火） 蝶の森活動（刈り草片付け） 蝶の森駐車場 9:30～ 

21（水） 本編集部会 松南地区公民館 9:30～ 

23（金） 森林整備活動（堤平ススキ刈り） 天平の森駐車場 9:30～ 

24（土） 第 19 回本編集会議 笹賀公民館 13:00～ 

25（日） 

森林の里親促進事業 天平の森駐車場 8:30～ 

長峰山山頂草原草刈り 蝶の森駐車場 8:30～ 

ミニ自然観察会 天平の森駐車場 13:00～ 

30（金） 明科中学学校登山 長峰山山頂 12:30～ 

11 月 

3（火） 蝶の森活動（山頂草原草刈り予備日） 蝶の森駐車場 9:30～ 

8（日） 
森林整備活動（作業道整備） 天平の森駐車場 9:30～ 

清水地区 2 周年記念の集い 清水地区公民館 12:00～ 

10（火） 絆の森活動（烏帽子峰遊歩道整備） 天平の森駐車場 9:30～ 

14（土） 例会 笹賀公民館 13:30～ 

17（火） 蝶の森活動（支障木伐採） 蝶の森駐車場 9:30～ 

29（日） 
矢ノ沢秋の側溝ざらい、注連縄作り きより館 9:00～ 

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 
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