■乙女高原フ ァンクラ ブへの入 会者数・ ・・６１ ２人（２０１ １年４月 １日現在 ）
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乙女高原が好き！1101 号
今年も乙女高原で会いましょう

２０１０年度総会で

２０１１年度の計画が決まりました
総会の前日，津波による福島の原発事故が報じられました。なかなか状況がはっきりわからなかっ
たので，いったんは総会を中止しようかとも考えました。テレビではメルトダウンという言葉まで使
われ始め、とても人を集められる状況ではないと思えました。
【2010 年度総会 議案】
でも，夜には状況の急激な悪化は起こりそうもないと判断で
1. 2010 年度活動報 告 (→別 紙)
きましたので，総会決行を決定。無理をせず，来れる人だけ来
2. 2010 年度決算報 告 (→以 下)
てもらい，総会後の座談会は中止。茶話会もやらないで，でき 3. 会計監査報告
るだけ早い時間に終了することにしました。
4. 2011 年度活動計 画案(→3 ㌻)
このような状況下でしたが，なんと20名もの方が総会に参加 5. 2011 年度予算案
(→以 下)
してくださり，委任状も含めると総会は無事成立しました。総 6. 世話人の改選
(→以下)
会に先立ち，このたびの震災で被害に遭われ，尊い命を落とさ 7. 新旧世話人の あいさつ
れた皆さんに黙祷をささげました。総合司会は竹居さん，代表
世話人あいさつならびに議長を坂田さんが務め，2010年度活動報告・2010年度決算報告・2011年度活
動計画案・2011年度予算案とも無事了承されました（すべて提案は植原）。会計監査は宮原さんと加々
美さんが引き受けてくださいましたが，総会当日は宮原さんに監査報告をしていただきました。
今回は世話人改選の総会でもあります。新しい世話人には自薦・他薦含めて９人の皆さんが引き受
けてくださることになり，承認されました。三枝さん，鈴木さん，宮川さん，坂田さん，宮原さん，
村田さん，内藤さん，芳賀さん，植原の９人です。世話人の互選で代表世話人に宮原さん(代表),坂田
さん(会計),植原(事務局)の３人があたることになりました。なお，後日もうおひとり立候補してくだ
さっています。４月の世話人会で承認していただくと世話人は10人となります。

【２０１１〜２０１２年度

世話人・代表世話人】

敬称 略

２年間よろし くお願い します。 皆様，ご 協力をよ ろしくお願い します。

■代表 世話人 ：宮 原孝 男(代 表), 坂 田英 明(会計),
植原 彰(事 務局)
■世 話 人 ：三 枝か めよ， 鈴木 としえ ，内 藤邦雄 ，芳賀 月子 ，宮 川 修 ，村 田

浩

※2010 決算・2011 予算の 概要を報 告します 。あ くまで概要の み。千の 位を四捨 五入して 示してい ま
す。決算の( )内は 2010 予算額で す。
■2010 年度決 算概要 収入 総額 は 100 万円 (72 万円)。内訳 は前年 度繰越 金 18 万 円,個人 か らの
寄付金 27 万円(25 万 円),助 成金 50 万円(28 万 円)等です 。助成 金が多 くなっ たのは 田丸グ リ ーン
基金,山 梨ロー タリー クラブ,富士ゼ ロック ス端 数倶楽部 などか ら助成 金をい ただい たから です 。
支出総額 は 49 万 円(72 万円) 。内訳 は印刷 費 14 万円(14 万円),通信費 14 万円(13 万 円),保 険 3 万
円(5 万円 ), 旅 費 3 万 円(7 万円), 報奨 費 2 万 円(5 万円 ),備品 2 万円 (7 万円 )等で す。こ んな ご
時世なの で,でき るだけ 切り詰 めまし た。
■2011 年度予 算概要 収入 総額 は 109 万円 。 内訳は前 年度繰 越金 51 万円,個 人から の寄付 金 20
万円,助成 金 35 万円等 です。支出総 額も 109 万 円 。内訳 は印刷 費 37 万円,通 信費 15 万円,備品 10
万円,旅 費 7 万 円,報奨 費 5 万円等 です。 印刷費 が突出し ている のは入 会パン フレッ トとス ミレ ・
フィール ドガイ ドの発 行予定 (→4 ㌻) があ るか らです。
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乙 女 高 原 のシカ防 護 柵 設 置
山梨市・山梨県・乙女高原ファンクラブ協働事業

１．経 緯
乙女高 原でも 近年 ，特 定の草 原植 物が急 激に 減少し ており ,シカ の食 害が 疑われ た。 食
害状況 を調査 する とと もに， ２００ ９年 の第 ８回乙 女高原 フォ ーラ ムでは ，ゲス トに 東京
農工大 学の星 野義 延氏 をお願 いし， シカ の食 害やそ の対策 につ いて お話を お聞 きした 。星
野氏よ り小規 模の シカ 防護柵 （以下 ，シ カ柵 ）を設 置する のが 緊急対 策と して有 効で ある
という 助言を いた だき ，シカ 柵設 置の準 備を 進めた 。
準備に あたっ ては ，シカ によ りアヤ メが 急激 に減少 し，す でに シカ柵 を設 置して いた 櫛
形山の 現状や シカ 柵設 置の様 子を 視察さ せて いただ き，参 考と した 。
シカ柵 は第一 工業 株式 会社（ 奈良 県生駒 郡斑 鳩町） に発注 した 。
なお， この事 業は ，(社 )関東 建設 弘済会 によ る「関 東・水 と緑 のネ ットワ ーク 拠点選 」
平成21年度支 援事 業と して助 成金 をいた だい て行っ た。

２．シカ柵設置
２０１ ０年５ 月９ 日，乙 女高 原の遊 歩道 づく りと同 日に， 多く のボラ ンテ ィアの ご協 力
をいた だきな がら シカ 柵の設 置作 業を行 った 。作業の 指導 は第一 工業 株式 会社の 竹中 さん
がして くださ った 。
草原・湿 地の 植物を シカ の食 害から 守る こと にシカ 柵がど のく らい 有効で ある かを調 べ
るため に，草 原内 に２ 箇所， 湿地 に１箇 所， シカ柵 を設置 した 。
場

シカ柵１
シカ柵２
シカ柵３

所

草原内
湿地

大きさ

15ｍ×15ｍ
５ｍ×５ｍ
周囲45ｍ

形

正方形

高さ

2ｍ

楕円

設置目的

シカの草 原植物 への影 響を調 べる
シカの湿 地植物 への影 響を調 べる

３．シカ柵設置後の状況
設置し た５月 ９日 以降， ほぼ １週間 に１ 回の ペース で，そ れぞ れのシ カ柵 の周囲 の状 況
と内側 の状況 をカ メラ で撮影 し， 観察で きた ことを 記録し た。
６月５ 日には ，柵 の外 でタム ラソ ウとシ シウ ドの食 害（両 者と も葉 ）が認 めら れた。
７月１ ０日に は， 今度は 柵の 外でタ ムラ ソウ とハン ゴンソ ウの 食害（ 両者 とも葉 ）が 認
められ た。シ カ柵 の外は 内側 に比べ て草 丈が 低くな ってい た。 ７月２ ５日 にはシ カ柵 の内
側でラ ン科の ミズ チド リが， 乙女 高原で は４ 年ぶり に開花 した 。
８月８ 日には ，柵 の内側 で今 年初め てオ ミナ エシの 花を確 認し た。柵 の中 では３ 株の オ
ミナエ シがあ った が，草 原内 の遊歩 道を 歩い ても１ 株しか 見つ から なかっ た。ク ガイ ソウ
やカワ ラナデ シコ の個 体数も 柵内 の方が 多い ように 見えた 。
シシウドの食痕

■ 乙 女 高 原 フ ァ ン ク ラ ブ ニ ュ ー ス レ タ ー 『 乙女 高原 が好 き！ 』1101 号

ミズチドリの花

2011.４ .１ .（ 通 算 39 号 ）

2

今年も乙女高原で会いましょう
月

日

曜
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8

日
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26 日

7

？ ？
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7

8

21 日

8

21 日

9

11 日

日

10 ？ ？

時間
9：30〜
14：00
10：00〜
14：30
？
10：00〜
14：30
10：00〜
12：00
13：00〜
15：30
10：00〜
14：30

乙女高原ファンクラブ 201１年度 活動計画
項目

第１2 回遊歩道づくり
第 9 期マルハナバチ
調べ隊 (初夏編）
市内小学校の
自然教室への支援
第 9 期マルハナバチ
調べ隊 (盛夏編）
乙女高原を歩こう
遊歩道の杭作り
第 9 期マルハナバチ
調べ隊 (初秋編）

？

ニホンジカ観察会

11 23

水
祝

9：30〜
15：00

第１2 回 乙女高原の
草原を守る！

1

？

?

？

ようこそ乙女高原へ展Ⅶ

1

29 日

13：00〜
15：30

3

11 日

14：00〜
17：00

第１１回 乙女高原
フォーラム
2011 年度定期総会
第 10 回座談会

活動内容

場所

草原内の遊歩道づくり

乙女高原

マルハナバチの観察・調査

乙女高原
乙女高原ほか

マルハナバチの観察・調査

乙女高原

乙女高原の自然を観察する

乙女高原

遊歩道に設置する杭を手作りする

乙女高原

マルハナバチの観察・調査

乙女高原

食べ跡，糞，足跡等の観察。 アニマル
トラッキング。

乙女高原

草原の草刈りイベント

乙女高原

展示作業は世話人・案内人・会員。展示
物の募集。

山梨市民会館

講演等

山梨市民会館

事業・予算の承認など
懇親を兼ねた座談会

牧丘町総合会館

●ご寄付をありがとうございました●
乙女高原ファンクラブは皆様からの貴重なご寄付によって運営されています。
倉光剛様・加寿子様,天野秀光様,桐原武仁様,佐藤 満様,内田 満様,坂本 浩様,鈴木 勲様
竹川真由美様,高室陽二郎様,小林美珠様,高島建次様,古田敏夫様・千代子様,金親みどり様
平沢慶子様,辻万里奈様,西室幸男様,斉木秀二様,中村直人様,若月 昇様,秋元由喜子様
伊藤紀恵様,菅原美和子様,菱田浩子様,伊藤 昇様,川添寿子様,柿崎洋子様,伏見 勝様
田草川敏男様・恒子様,鈴木健夫様,大貫遵子様,杉浦 好様,小口勝子様,矢崎八重子様
名執義高・真理子様,谷 信也様,永原章二様,齋藤正敏様,雨宮克美様,長田光花様,雨宮浦助様
竹川吉定様,古屋光雄様,詫間 仁様,渡辺慶孝様,国武陽子様,槙田麗子様・幹夫様,雨宮 寛様
金子丈夫様,依田長泰・敏美様,植原 彰様,浅井聡司様,臼井 豊様,出澤忠利様,小川紀子様
高橋美代子様,飯島昭三様,加藤信子様,植原 彰様,天野侑子様,若林マサノ様,櫻井一彦様
年輪会様,雨宮浦助様,小澤 誠様,秩父ネイチャークラブ様, 上野原ふるさと自然観察会様
工藤一弘様,岸 今子様, 広瀬和弘様,卜部星美様, 石嶋基次様,小西 收様, 秋元由喜子様
長濱義隆様,古屋利雄様,橋爪強策様,菊地猛三様,三枝健一様, 竹居小枝子様, 三枝かめよ様
内藤邦雄様, 古田敏夫様・千代子様,坂田英明様,芳賀月子様, 山梨市観光協会牧丘支部様
米山義康様,依田 昇様,向山高子様
（2010 年 4 月 1 日〜2011 年 3 月末日）
郵 便 振込 用 紙を 同封 しま し た
毎年，年に一 度 ，郵便 振込用 紙を同 封させ てい ただいて おりま す。寄付金 の送付 や乙女 高原案
内人養成 講座の 報告書 の通販 用にお 使いく ださ い。
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ
【スミレのリ ーフレッ ト作製 】 今年 度「乙 女高 原フィールド ガイド 」の第３ 弾として 乙女高原 に
咲くスミレを 紹介する リーフレ ットを作 製する予 定です。プロジェ クトリー ダーは乙 女高原案 内人
の依田 昇さ ん。総会で も承認さ れ，すでに動 き 始めています。このプロ ジェクト にご賛同・ご 協
力いただける 方はぜひ ご連絡く ださい 。何スミ レ が何月何日に 咲いてい たという 情報（ 花暦を作 る
上で大 切な デー タと なり ます），ス ミレ の写 真（ 特にス ミレ の花 に昆 虫が 訪れ ている 写真 ，ス ミレ
の葉や実の写 真）等はすぐ にでも欲 しいもの です 。一緒に 作製して いただけ る方も大 募集 。発行は
来年３月の予 定です 。お楽 しみに 。ちな みに亜種・変種も 含め今の ところ乙 女高原で は１６種 類の
スミレが見つ かってい ます。
●昨年度(2010 年 度)の活動 報告ダイ ジェスト 版 を同封しまし た。ご覧 ください 。
●今年度最初 の活動と なる遊歩 道づくり のちらし を同封しまし た。裏 面は活動 計画です 。ご活 用を。

乙女高原ファンクラブの刊行物
乙女高原インタープリテーションのテキスト 『乙女高原案内人 誕生と成長の記録』
(Ａ４判 186 ページ)乙女高原案内人養成講座の中身と，その後の案内人の活動の様子を一冊
の本にしました。希望者には実費でお分けします。１冊１０００円，送料は一冊につき８０円。
欲しい方は郵便振込で一冊につき１０８０円分を送金してください。
マルハナバチの観察と調査のおともに 『マルハナバチ ウォッチング』
（Ａ３判両面カラー）マルハナバチの生態，ファンクラブで行っている調査，
乙女高原のマルハナバチの見分け方をコンパクトにまとめました。欲しい方は
事務局までご連絡ください。
春から夏にかけて咲く草花のガイド 『乙女高原のお花たち』
（Ａ３判両面カラー）乙女高原フィールドガイドの第１号。春から秋にかけて咲く 47 種類の
草花を写真つきでコンパクトに紹介。草丈の表示や草花を一言で表したコメントが「分かりや
すい」と評判です。今年リニューアルしました。欲しい方は事務局までご連絡ください。

■乙女高原ファンクラブの普通会員になりませんか？
乙女高 原ファ ンクラ ブの会 員には 普通会 員と サポータ ー会員の 2 種類が あります 。会報 (ニ
ュースレ ター)は 年 4 回発 行予定 です。 この号 は全会員 に送っ ていま すが， あとの 3 号は普通
会員にし か送り ません。乙 女高原 での活 動を多 くの方に 知って もらい たいの で，できる だけ普
通会員で の入会 をお勧 めくだ さい。また，現時 点でサポ ーター 会員の 方も普 通会員 への移 行を
お勧めし ます。 会員が 増える ことで ，乙女 高原 を守るフ ァンク ラブの 発言力 も強 く な り ま す 。
乙女高原ファ ンクラブ に入会す るには･･･
・「入会 します 氏名・郵便番号 ・住 所・電話番 号」と ，入会 のご意志 を事務局 まで届け てく
だされば，い つでも， だれでも 会員にな れます。 ファックス， メール， 手紙が確 実です。
・入会金も年 会費もあ りません 。
・普通会員に は年 4 回，サポー ター会員 には年１ 回，ニュース レターが 届きます 。
・普通会員に は総会出 席の義務 がありま すが(委 任状可)，サ ポーター 会員には ありません 。
・そして･･･，乙女高 原を守る 力が 1 人分，大き くなります。

■乙女高原ファンクラブへの連絡先■
【事務 局】植 原 彰(方 )
〒404‑0013 山 梨 県山梨 市牧丘 町窪平 1110‑3
TEL/FAX 0553‑35‑3682
電子 メール otomefc＠fruits.jp
※会 報への 原稿や 写真等 の投稿 もこ ちらにお 送りく ださい 。

WEB

http://fruits.jp/ otomefc/
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