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望月市長さん(左)に要望書を渡す宮原代表世話

人。同行者は芳賀さん，村田さん，鈴木さん，植

原でした。 

■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・６６０人（２０１４年１０月６日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター (通算 53 号) 2014.10.6. 

乙女高原が好き！1403 号 
 

乙女高原に沈黙の夏が・・・ 
 

シカ柵設置の要望書を市長さんにお渡ししました 
   
乙女高原では，今までもシカ食害の影響が見られていま

した。特に，乙女高原を特徴づけるきれいなお花たち（大

型虫媒花）が減り，ススキなどの風媒花やシダ類が優占し

てきていたことです。 

昨年までは「まだまだ（抜本的な対策を実行するのは）

早い」と考えていました。なぜなら，シカ食害の影響が見

られる他の地域に比べ，その影響が小さかったからです。

生態系や生物多様性にヒトがメスを入れるのは，基本的に

ぎりぎりまで我慢すべきです。ところが，今年，シカ食害

の影響は甚大でした。７月下旬になっても，花がごく少し

しか咲いていません。８月上旬のマルハナバチ調べ隊は１

年で一番たくさんのマルハナバチが見られる時期なのに，

１時間のラインセンサス調査で１匹のマルハナバチにも出

会えず，午後から調査をやり直したくらいです。 

危機感が募り，いつもはやらない８月の世話人会を今年

だけ特別に開催し，要望書の検討を行い，市長さんにこの危機感をお届けすることにしました。 

（今までやってきたいろいろなことが）つながった！･･･要望書とその理由書を作りながら，とても

感慨深かったです。 

第１にマルハナバチ調べ隊。今年で１１年目になりますが，年による変動があまりにも大きく，正

直「こんなデータ本当に使えるの？」と思っていました。ところが，今年の夏は極端にマルハナバチ

が少なく(５ページ参照)，「マルハナバチの動向を調べることで乙女高原の健康状態を察知する」と

いうマルハナバチ調べ隊の目的を達成することができました。もっとも，乙女高原の危機的状況を察

知したわけですから，手放しで喜べませんが。マルハナバチ調べとシカ問題がつながりました。 

第２に乙女高原フォーラムです。フォーラムでは自然とつきあう達人のお話を聞こうというのが趣

旨ですが，乙女高原の保全活動とつながっています。第８回フォーラム(2009年)でお聞きした星野さ

ん(東京農工大学准教授)のお話の中に「調べた１１か所の草原環境の中では乙女高原はここ２０年間

の種組成の変化が最も小さく，種多様性は最も高い」というのがありました。そんなデータもあった

からこそ，「まだまだ早い」と判断できていたのです。フォーラムとシカ問題がつながりました。 

第３に，高槻さん(麻布大学教授)の研究室による調査研究です。シカ柵内外の植物の成長や開花状

況を比べることによって，現段階でもシカの影響は無視できないほどであることが分かりました。 

また，高槻さんが考案された森林への「シカ影響調査」によると，乙女高原周辺の森林へのシカの

影響は，かなり前から大きかったことが分かりました。調査とシカ問題がつながりました。 

第４。これまで，周りの森への影響は大きかったのに，草原への影響はそうでもなかったのはなぜ

か。また，今年になって草原への影響が顕著になったのはなぜか。考えられるのはロッジの閉鎖です。

それまではロッジが開いていることによって人の気配があり，周りの森までは来れていても，草原ま

では少しは躊躇していたシカたちが，2010年のロッジ閉館後，徐々に草原内でも「わがもの顔にふる

まう」ようになったと考えるとつじつまが合います。これでロッジ問題とシカ問題もつながりました。 

次ページに，市長さんにお渡しした要望書を掲載します。(植原記) 
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乙女ＦＣ発第１４－１０号 

２０１４年９月９日 

山梨市市長 望月清賢様 

乙女高原ファンクラブ 

代表世話人 宮原孝男 

 

 

乙女高原へのシカ柵設置について（要望） 
 

ご存じのように，夏の乙女高原のあふれんばかりの花が咲き乱れる景観は，そ

れはそれは素晴らしいものでした。ところが，ここ数年でその景観はすっかり変

わってしまい，花の数がめっきり減ってしまいました。さまざまな状況証拠もさ

ることながら，専門家の調査によって，その原因がシカであることがはっきりし

ました。 

早急に対策を立てなければ，乙女高原のお花いっぱいの景観が取り戻せなくな

る可能性があります。緊急対策として乙女高原へのシカ柵設置をお願いしたいと

思います。 

抜本的には乙女高原全体を囲い込むような大規模シカ柵が必要ですが，大規模

シカ柵にもさまざまな課題が考えられます。そこで，乙女高原ファンクラブでは

中規模シカ柵設置を提案します。 

詳細については別紙「ＳＯＳ乙女高原～乙女高原にシカ柵設置が急務な理由～」

をご覧ください。 

乙女高原の魅力を損なわないようにし，多くの方に訪れてもらうだけでなく，

山梨市が自然の保全に積極的に取り組んでいることを内外に示すためにも，シカ

柵の早急な設置をお願いします。 

私たち乙女高原ファンクラブは乙女高原の自然を豊かなままに次の世代に引

き継ぐために，できる限りの協力をさせていただく所存です。 

 

 
 

 

 

 

 

要望書とともに，理由書(乙女高原にシカ柵が必要な理由を書いたＡ４判６ページの書

類)も手渡しました。市長さんとの面会については，観光課の皆さんが手配し，当日も同

行してくださいました。前向きに取り組んでいく旨，市長さんから回答がありました。 

今後，観光課が中心となってシカ柵設置にむけて準備を進めていきます。もちろん，

ファンクラブでは全面的に協力していきます。 
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今年も小学生たちに乙女高原を案内 
 

 今年も旧牧丘町内３つすべての小学校で計画されたれ校外学習に乙女高原案内人が招かれて，子ど

もたちに乙女高原の案内をしました。乙女高原案内人養成講座をスタートさせたのが２００３年で，

その年にはもう牧丘第一小学校の子どもたちを案内しているのですが，３校すべての案内ができたの

は２００９年からです。ですから，今の高校１年以下の牧丘の子どもたちはすべて乙女高原案内人の

やっかいになっています。この事業がこのまま続けられ，牧丘で育つすべての子どもたちに乙女高原

を案内していきたいですね。 

 

●牧丘第一小学校の案内● ８月２８日  レポート 依田 昇さん（乙女高原案内人） 
 

 ５時３０分小田原出発。柳平の天気予報は「時々雨」。ちょっと心配する。でも車窓から富士山が

見えたのでちょっと安心する。 

 ８時３０分，案内人が４人揃ったところでタイムスケジュールを確認し、高原の下見をする。小雨

が降ったりやんだり。子どもたちにどんなかっこうで歩かせようか思案する。 

 ９時２０分、５年生２４人と担当の先生３人無事到着。気温１６度で小雨の為，ロッジ室内で「始

めの会」を行う。案内人の簡単な自己紹介。三枝さんの乙女高原の歴史と保全の話は子どもにわかり

やすい内容でした。松林さんの室内での五感体操とジャンプ。簡単な注意をし，いよいよ高原に出発。 

 小雨が降る中、足場が滑る。また，７月に「ブナ爺さん」に会いに行ったとの事もあり、今回は森

のコースを登り富士山の見えるヨモギ頭下から草原のコースを下り、ツツジのコースを回る観察会に

しました。雨具を着ての歩きになるため、リュック等は置いていく事にしました。遊歩道は宮原さん

が草刈りをしてくれていたので歩き易く，転ぶ子どももいませんでした。ロッジの床もぬれた足跡が

無かったので靴の中までは濡れなかったようです。 

 ２４人を４人でサポートするのは大変だと思いました。学校ではデジカメを数台、子どもに渡し順

番に花を撮っていました。今の時代、デジカメは必需品です。でも大人も子供も同じですが，熱中し

てくるとデジカメがメモ代わりになってしまいます。私の横をつかず離れずの子どもは最後までデジ

カメが回ってきませんでしたが、メモ用紙は花の名前とフィールドガイドの花ナンバーで埋め尽くさ

れていました。 

降ったり止んだりの雨もあまり気にならない程度で、薄曇りの中に富士山が見えた時は皆「富士山

が見えるぞー」と大声をあげていました。思っていたより花の種類がたくさん確認できたため，子ど

もから花の質問を受け案内人は大変でした。天気の関係か私のところではマルハナバチは３頭ぐらい、

アサギマダラは姿を見せませんでした。 

「終りの会」はあまり時間が無く、聞く事も話す事も普通の会でしたが、子ども、先生から「素晴

らしい高原できれいな花がたくさん観察できました。ありがとうございました」との感謝の言葉が聞

け、少し肩の荷が下りました。この後、学校に帰り子どもたちはそれぞれの班でするのか、全体です

るのか、今日の観察学習の成果発表、反省会等の結果は知りたいものです。「乙女高原に又いらっし

ゃい」バスに手を振り、バスの中からも手を振られ子どもたちは帰って行きました。 

 

●牧丘第二小学校の案内● ９月９日  レポート芳賀月子さん（乙女高原案内人／世話人） 
 

※５年生 男５ 女１＋先生２人＝計８人。内藤・芳賀（ファンクラブ）９：３０～１１：５０ 

１乙女高原の歴史と保全活動の紹介 

２五感体操と，軽くジャンプ 

３森のコース 

・ヒョウモンチョウを発見。昆虫博士の子がツマグロヒョウモンだと言った→その蝶は乙女にはい

ない（植原注 植原は乙女高原で確認し，写真も撮っています） 

・ノハラアザミにマルハナバチがいた。おーちゃん 

・入ってすぐの右側森の広場でジャンプ。森の土はふわふわ。なんでだろう→倒木 いろいろな虫 

アリ つまむとぐちゃぐちゃ → 土になる 

・ヤマアカガエル発見 じっと見る 

・ツノハシバミ，ノコンギク，マルバダケブキ，クチベニタケ，キツネノロウソク，ホコリタケ 皆

それぞれ写真を撮ったりメモする。 
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・ウラジロモミの大木の前で子どものモミの年齢調べと，親の木はどれ？ 10歳の子どもたちの上

か下か。枝による年齢の数え方 

・アサギマダラ 1頭発見 大きい イケマ ヨツバヒヨドリ 渡りをする蝶 

・ウラジロモミの木 どうして枯れたか→シカの食害 

・１０：５０ ゆっくりのんびり登る きのこに興味を示す。少人数のいいところか，皆写真を撮

ったり。予習してきたヤマラッキョウがなかったとがっかりしたので時間オーバーになってしま

ったが，大丈夫と言っていただけた。 

４富士山のビューポイント 休憩し，水分補給 オオバコはどこから来たか，どのように来たか 

 ・御料三角点 ×印は方位 東西南北 

 ・ブナ爺さん 年齢 太さは150㎝の人４人で回り。落ち葉のふとんがけ11 /23キッズボランティア

の紹介。尾根の右と左は甲府市と山梨市をまたぐ。 

５ロッジを見下ろす尾根で５０年前のスキー場の写真と今を見比べて，草刈りしないとどうなるか考

える その後，全員でヤッホー。鼓川と琴川の源流を案内したかったが，時間切れ 

６カンバ３兄弟 

７大きいシカ柵を見てもらい，花の量が外と全然違う 

８最後に，乙女高原ファンクラブの目的は「乙女高原の自然を次の世代に確実に譲り渡すために，そ

の自然と，人と自然との関わりを育む」であることを紹介。 

 

 

草刈り実験 半年間の草の成長量がものすごい 
 

１１月以外の時期に草刈りしたら，草原の生態系にどんな影響が出るのか。それを調べるために麻布大学野生

動物学研究室・高槻先生の全面的な協力を得て，昨年から実験をしています。刈り取り実験区は全部で６つ。ひ

とつは１０ｍ四方の方形区。今回刈るのは◆印の２つの区です。 

    ①６月区：６月に区内の全植物を刈り取って効果をみる。 

◆②９月区：９月に区内の全植物を刈り取って効果をみる。 

    ③１１月区:１１月に区内の全植物を刈り取る（現行の刈り取りの効果の確認）。 

◆④２度刈り：６月と９月に区内の全植物を刈り取って，２度刈りの効果をみる。 

    ⑤選択刈り：６月に区内のススキのみを刈り取って効果をみる。 

  ⑥刈り取りなし：全く刈り取りをしない区。 

この日は朝からとってもいい天気でした。朝，高槻先生と二人の学生さんのアッシーをするために塩山駅へ。

乙女高原の駐車場で３人を降ろしました。３人はさっそく調査開始。 

 ぼくはロッジまで車を進め，準備を開始。はじめの会をし，実験区へ。すでに高槻先生たちが調査を終えた「９

月区」の草刈りから始めることにしました。まず，実験区の境界をはっきりさせるために，区の隅に刺しておい

たポールからポールにビニールテープを張りました。テープは秋山さんが持ってきてくださいました。草刈り機

による草刈りは宮原さん。安全に，確実に刈ってくださいました。それにしても，春先には坊主頭のようだった

草原が，ところによって２ｍを越える「草の森」になっているのですから，すごいなと思います。 

 刈った草を，参加者みんなで袋に詰めました。が，草丈があるので，袋に入りきりません。草を折るのも大変

です。「紐でしばるのがいい」とは宮原さんのアイデア。さっそく倉庫に紐を取りに戻りました。袋やしばった

草を駐車場へ運びました。結構な重労働です。それをぼくの車に積み込みました。すごい量です。重さを計って

おけばよかったなと後悔しました。分かれば，それから草原全体の草の総量が推測できます。 

 ６月にも刈り取りをした「６・９月区」は「９月区」に比べて，草がずっと薄かったです。９月区は藪になっ

ていて中は自由に歩き回れないくらいですが，６・９月区は芝生に毛が生えた（ススキが生えた）程度です。こ

こも高槻先生の調査後，草を刈って，持ち出しましたが，草の量は６月区の半分以下でした。 

 作業が終了したので，みんなでお昼にしました。藁撒き調査地から

東京農工大の星野先生も合流しました。星野先生は，１１月の草刈り

ボランティアの時に刈った草を運び込んで，草原の再生をめざしてい

る「琴川ダム建設時の残土処分場」で，草の運び込みの効果を検証す

る調査をしているところでした。 

 午後からはみんなそれぞれ。高槻先生たちは調査の続き。三枝さん

はロッジの掃除。鈴木さんは久々の乙女高原で写真撮影。雨宮さんは

屋根の掃除ほか。植原は６月区の刈り草を運び出したり，谷地坊主の

調査をしたり。 とても充実した１日でした。(植原記) 
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１１年目のマルハナバチ調べ隊 
 

■第 1回マルハナバチ調べ隊 ６月２９日 
毎年，第 1回マルハナバチ調べ隊はちょうど梅雨の真っ最中で天気が心配なんですが，抜けるような青空でした。 

参加者は１１人。子どもたちが３人いてくれたので，とても盛り上がりました。いつものように紙芝居でマルハナバチの紹

介をし，ラインセンサスに出かけました。「ライン＝決められた道を歩きながら，センサス＝鳥やら虫などの数を数える」調査

のことです。乙女のマルハナバチ・ラインセンサス調査では，ロッジ前から草原のコースを進み，ツツジのコースに入り，駐

車場まで戻ったら，「島」の東側を北進。出発地点に戻ります。ちょうど１時間かけて歩きます。その間に見られたマルハナ

バチの種類と行動を記録します。 

まあ，６月下旬とはいえ，乙女高原は季節の巡りが遅いので，天気が悪いと寒い

くらいです。マルハナバチたちの巣もそんなに大きくなってないので，数も少なく，

また，天気が悪く，寒いと昆虫である彼女らはとたんに活動量が減ってしまいます。

１０年間の６月のラインセンサス結果は表の通りですが，数が多くないのは，そんな

理由からです。 

さて，2008,13年は中止していますので，8年分を平均すると 11頭となります。 

で，今回 2014年のセンサス結果はどうだったと思います？ なんと２頭だけ。最

初に書きましたように，抜けるような青空だったのに・・・ですよ。 

でも，この少なさ，ぼくには十分理解できました。この時期だとマルハナバチはレ

ンゲツツジかアヤメに行っているのですが，レンゲツツジはもうほとんどが咲き終わ

っていましたし，１０年ほど前にはあんなに群れて咲いていたアヤメは，ちっちゃい

のがポツリポツリとしかありません。こんな「花」環境の中でマルハナバチが十分な数

いるなんて，考えられません。 

 というわけで，午後からのマルハナバチ待ち伏せ調査は諦め，ブナじいさんへ

の自然観察ハイクに変えました。早めに出発し，早めに帰ってきました。帰ってきた

と思ったら，雨が降り始めました。そのうちザーザー降りに。ちょうどいいタイミングでした。 

 

■第２回マルハナバチ調べ隊 ８月３日 
８月は一番働きバチが多くなる時期。ですから，毎年ラインセンサスで見られるマ

ルハナバチの数も一番多くなります。 

2006年の記録が群を抜いています。1時間の調査で 295頭ですから，1分間で 5

頭ずつ見てたことになります。とはいえ，ぼくはそんなに多いとは思いません。乙女

高原の草原に咲いている花の種類と数を考えれば，これが乙女高原のキャパシテ

ィなんだと思えます。１０年間を平均すると８０頭です。 

で，今年はどうだったかというと，１１頭。少なすぎるでしょ？ とはいえ，今年の乙

女高原の花の少なさを考えると，この数も納得がいきます。 

この日の参加者は１３人。天気は曇でした。いつもと同じくマルハナバチの紙芝

居から始めました。シカの食害によって花が少なくなっていることまで説明しました。  

そして，ラインセンサス調査に出かけようと思ったところで，雨。ロッジで雨宿りをしな

がら，雨が上がるのを待ちました。１１時すぎにようやく雨が上がったので，ラインセ

ンサス調査に出かけました。ところが，この調査では，なんと１頭のマルハナバチも

見つけられませんでした。ロッジでお昼を食べた後，リベンジ。再度のラインセンサ

ス調査で出会ったのが１１頭のマルハナバチでした。 

マルハナバチは乙女高原の花たちにとって，なくてはならない存在です。花粉を運ぶ仕事のシェア・ナンバーワンでし

ょう。そのマルハナバチが今年はこんな状況です。今後が心配です。 

 シカによる食害で花が減る → 花が減ってはマルハナバチも減ってしまう → ますます花が減る 

という悪循環が起こっているかもしれません。マルハナバチの調査によって，そんな乙女高原の状況が見えてきました。 

 

■第３回マルハナバチ調べ隊 ９月７日 
今年最後のマルハナバチ調べ隊は雨でした。で，参加者なし・・・ではなく，世話人の三枝さんとお孫さんのひなちゃん

が来てくれました。雨とはいっても時々は止んでいたし，何種類かの花は咲いていたし，せっかくひなちゃんも来ていて，

しかもレインウェアを着て，やる気満々。これでは，ラインセンサス調査をやらないわけにはいきません。 

歩いてみてびっくり。結構ちゃんといるのです。１時間で５２頭カウントできました。まあまあの数です。で，問題なのはそ

の中身。いつもの年だとこの時期にもトラやオオなど他のマルハナバチも結構見られるのに，ほぼミヤマだけ。ミヤマは乙

女高原のマルハナバチの中でも一番の寒冷地仕様なので，この時期にたくさんいるのは理解できますが，それにしても，

他のマルハナバチが少なすぎる気がします。これもシカの影響？・・・ぼくの杞憂だったらいいのですが・・・。(植原記) 

【６月のラインセンサス調査結果】 

年 天気 総個体数 

2004 曇 11 

2005 晴 14 

2006 曇 31 

2007 雨 10 

2008 雨 中止 

2009 曇 1 

2010 雨 0 

2011 曇 7 

2012 曇 16 

2013 雨 中止 

2014 晴 2 

【８月のラインセンサス調査結果】 

年 天気 総個体数 

2004 曇 47 

2005 ？ 64 

2006 曇 295 

2007 曇 49 

2008 曇 68 

2009 曇 63 

2010 曇 47 

2011 曇 35 

2012 晴 65 

2013 曇 69 

2014 曇 11 
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１５年目を迎える草刈りボランティア 
１１月２３日（日・祝）小雨決行   荒天の場合，翌２４日に延期  

 

今年で１５回目となる乙女高原の草刈り作業です。晩秋の高原でいい汗，かきましょう。 

草刈りをし，刈った草を持ち出さないと草原の「富栄養化」が進み，そんな条件をうまく使ってしまうス

スキの一人勝ちになってしまいます。また，草原の中に生えてきた木の赤ちゃんを一緒に刈ってしまわない

と遷移が進み，草原が森林になってしまいます。古い写真を見ると，ロッジ周辺にも草原が広がっていまし

たが,草原の中で赤ちゃんが成長し，森になってしまったのです。 

今年も刈った草は(株)田丸のゴミ収集車をお借りして，琴川ダム残土処分場に運びます。ここは琴川ダム

を造るときに山を削った土で谷を埋め立てた場所です。土に栄養がないので，木を植えてもなかなか育ちま

せん。刈った草を運び込めば，それに付いている草の種が供給され，自然再生が促進されると考えられます。 

 今年も子ども向けのプログラム，やりますよ！ ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんをかけます。毎年，

保育園くらいの小さい子から小学校高学年くらいまでが参加しています。ぜひご家族でご参加ください。 

 もちろん，竹居さんご自慢の「手前味噌」による豚汁もあります。お楽しみに！ 
 

■注意事項 

・一般参加の皆さんは手刈りのみにしてください。 

  （刈り払い機使用は，恩賜林組合の皆さんなど，主催者がお願いした方のみとします） 

・林道への路上駐車は厳禁です。できるだけ相乗りで来てください。 

  （刈り草をゴミ収集車に入れる作業をしなければならないので，路上駐車が一番困ります） 

・「午前中の作業終了→記念写真→昼食」という流れにする。 

  （一昨年までは昼食後に記念写真を撮っていましたが，去年からは午前の作業終了後です。作業を時

間で区切りますので，ご承知おきください） 
 

■日 時 １１月２３日(日・祝) 少雨決行    ※荒天の場合２４日(月)午前 9時半から午後 2時 

■集 合 乙女高原グリーンロッジ 

■持ち物 弁当，飲み物，軍手，雨具，おわん・はし（豚汁用），お持ちの方はかまなどの道具。 

■参加費 無料（主催者負担で保険に加入） 

■内 容 草刈り，草の運び出し，ロープ回収，ゴミ拾い，キッズボランティア，豚汁作りなど 

 

※一昨年の草刈りの様子を見ることができます（ＴＢＳテレビ『風の言葉』ユーチューブ２分の動画） 

http://www.youtube.com/watch?v=uJ2YOJSOMbI または「風の言葉 乙女高原」で検索 

http://www.youtube.com/watch?v=uJ2YOJSOMbI
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谷地坊主をモチーフにした建物である

釧路市湿原展望台とその中の谷地坊

主の展示。 

 

谷地坊主を知っていますか？ 
 

ゲゲゲの鬼太郎の頭  みたいなのが乙女高原の湿地に並んでいます。見たことありませんか？ 

谷地坊主といいます。谷地(谷戸・谷津ともいいます)とは湿地のこと。ですから，谷地坊主とは

『湿地の坊主』という意味ですが,左写真のように湿地に坊主頭状の草株が複数並んでいる状態や

その景観を指す場合も，右写真のように坊主頭状の草株単体を指す場合もあります。 

乙女高原以外でも山地の湿地でときどき見られますが，じつは植物・地形・土質・水環境・気

温・積雪などの条件がほどよく揃った場所でないと見られません。 

まず，谷地坊主をつくって植物ですがスゲです。湿地に分布するカヤツリグサ科スゲ属植物の

中には，水に沈まないよう地下茎の生長が盛んなものがあります。このスゲが春から秋にかけて

地下茎がよく生長したところで，冬に根元の土が凍ると，霜柱によって地面が持ち上げられる原

理で，株ごと持ち上がります。春先には根元が雪解け水などでえぐられ，株全体が少し高くなり

ます。その繰り返しによって数十年で全体的に丸みのある谷地坊主を作っていくそうです。 

もし，湿地の水の流れが速すぎればスゲの根元を削りすぎてしまうし，遅いと根元をえぐるこ

とはできません。また，水量が多すぎると流されてしまうし，少ないと浸食作用が働きません。

乙女高原の湿地の多くは谷地坊主をつくるのにちょうどよい水の量と速さらしいのです。 

また，冬にスゲの根元の土が凍ることが必要ですから，霜柱が大きく成長するような場所は谷

地坊主も発達しやすい場所です。乙女高原は高さが 50 ㎝を越え

る霜柱が観察できるほどの「霜柱のメッカ」であり，谷地坊主

の発達にも適した場所であると考えられます。しかも，乙女高

原は基本的に太平洋側の気候帯に属し，雪が降るのは年が明け

てからです。雪が降ると，その下は温度が保たれてしまいます。

かえって雪が降らないほうが地面は低温になりやすく，雪が降

るのが比較的遅い乙女高原は，地面が低温になる期間が長くな

ります。つまり，谷地坊主の発達により適している気候だとい

えます。 

このように好条件が重なり，乙女高原の一つ一つの谷地坊主

は高さ 40～50cm，場合によっては 60㎝を越えることもあります。

谷地坊主は乙女高原の自然条件の絶妙なバランスが生み出した

『乙女高原に特徴的な自然の造形』といえます。次世代に引き

継ぐべき貴重な自然遺産です。 

谷地坊主が有名な地域として，北海道の釧路湿原や日光の戦

場ヶ原を挙げることができます。釧路湿原では谷地坊主が天然

記念物に指定されています。今年の夏，植原は釧路湿原を訪れ，

実際に谷地坊主を見たり，谷地坊主を観察している方などに取

材したりしてきました。国立公園のビジターセンター等にも谷

地坊主の展示がたくさんありました。今後，乙女高原(の谷地坊

主)保全のヒントをたくさんいただいてきました。（植原記） 
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    乙女高原ファンクラブの事務局だよ 
 

●今年の夏も宮原さんや雨宮さんが自主的に遊歩道やロッジ周りの草刈りをしてくださいました。 
 

乙女高原ファンクラブの刊行物 
 

乙女高原とファンクラブ１１年間の集大成『乙女高原大百科』 
(A5判 602㌻)草刈り開始後から配信している乙女高原メールマガジン 11

年間 268 号の中身を編集したら厚さ 3㎝の本になってしまいました。一

部カラー。希望者には実費でお分けします。１冊 2,000 円,送料は 1･2 冊

なら 360円。欲しい方は郵便振込で 1冊なら 2,360円送金してください。 
 

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㌻)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 1,000 円,送料は一冊につき 82円。欲しい方は郵便振込で 1冊につき 1,082

円を送金してください。 
 

乙女高原フィールドガイド シリーズ  欲しい方は事務局までご連絡ください。 
 

フィールドガイドⅢ スミレの観察のおともに 

『乙女高原のスミレ・ウォッチング』 
（Ａ３判両面カラー）乙女高原では，なんと１８

種類ものスミレを観察できます。このフィールド

ガイドでは乙女で見られるスミレたちのプロフィ

ールを紹介するとともに，スミレ観察のポイント

をていねいに解説しました。 
 

フィールドガイドⅡ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,乙女高原で見られる６種(＋2

種)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。 
 

フィールドガイドⅠ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)フィールドガイド第１号。春から秋に咲く 47 種類の草花を写真つきでコンパクトに

紹介。草丈表示と草花の一言コメントが「分かりやすい」と評判です。２０１３年６月第３版発行。 
 

■乙女高原ファンクラブの普通会員になりませんか？ 
 『数は力』という側面もあります。ファンクラブの会員が多くなれば,それだけ乙女高原の保全に対す

るファンクラブの発言力が増します。まわりの方をファンクラブに『巻き込む』ことも乙女高原を守る活

動の一つです。まわりの方にファンクラブをお勧めください。 
 

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」というファックス,メール,手紙等を事務局までお

届けいただければ,いつでも,だれでも会員になれます。 

・入会金も年会費もありません。乙女高原を守る力が 1 人分,大きくなります。 

・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。  
 

 

■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/ 
 

●郵便振込● (番号)００２２０-８-７１０９３ (加入者名)乙女高原ファンクラブ 


