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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７０１人（２０１８年４月１日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 67 号) 2018.4.1. 

乙女高原が好き！1801 号 
 

「乙女高原の谷地坊主」が天然記念物に!! 
 

2018 年 2月 1 日、山梨市は「乙女高原の谷地坊主」を天然記念物に指定しました。日本広しといえども、

谷地坊主が天然記念物に指定されているのは北海道の釧路湿原と乙女高原だけです(いずれも市指定)。 

谷地坊主は植物名ではありません。ですから、顕著な生息地を「指定地」としています。たとえば、天然記

念物のヤマネはどこで見つけても天然記念物ですが、「乙女高原の谷地坊主」は生息地指定なので、乙女

高原内であっても、指定地以外にある谷地坊主は天然記念物ではありません。これは、保護策の不備のよ

うに見えてしまうかもしれませんが、そうではありません。指定地の谷地坊主はしっかり守り、それ以外の

湿地の谷地坊主で調査したり、観察会をしたりして、それを谷地坊主の保護に活かしていくことができます。

指定されてしまうと、原則、現状維持ですからね、調査も観察会もやりにくくなってしまいます。 

さて、「乙女高原の谷地坊主」指定地ですが、草原南にあるアスファルト駐車場から下ったところの細長

い湿地です。遊歩道が木橋を渡っていますが、その上下。面積は 2048㎡です。山梨市のホームページでは 

「谷地坊主とは、スゲ属植物が山地の湿地帯に繁茂して坊主頭上の株となったもの、あるいはその株が

複数並んでいる景観のことで、北海道釧路地域のものが有名です。谷地坊主は、地形・気温・積雪など複数

の条件が揃った場所に、数十年かけて形成されますが、乙女高原ではほとんどすべての湿地に谷地坊主の

発達が認められています。その中でも特に発達が顕著な範囲について、天然記念物の指定となりました。」 

と紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、「天然記念物に指定される」というのは、どういうことなのでしょうか? そもそも「天然記念物」

とは? ・・・それをしっかり知る必要があります。なぜなら、天然記念物の制度は自然を守る社会の仕組み

の一つだからです。乙女高原の谷地坊主が天然記念物に指定されたということは、この制度を使って乙

女高原の自然を守っていくことができるということです。ちょっと退屈かもしれませんが、そのルーツか

ら紐解いてみたいと思います。 
 

  【天然記念物の歴史】 

①天然記念物という用語は、ドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトが 1800 年に用いたのが初

めて（Naturdenkmal）。フンボルトは南アメリカのベネズエラで見つけたネムノキの巨木について「この天

然記念物を傷つけるとこの地方では厳重に罰せられる」と記述している。 

②天然記念物の保護思想は当時の自然保護運動の推進とともに発展し、1898年にプロイセン王国の衆議

院においてはじめて天然記念物に相当する「自然の記念物」の保護が議会で取り上げられ、イギリスやス



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1801 号 2018.４.１.（通算 67 号） 2 

イス、アメリカ等の欧米諸国でも自然保護運動の発展とともに、天然記念物の概念が発生し、保護の対象

とされてきた。 

③日本では、1906 年に三好学（東京帝國大学教授）が Naturdenkmal を「天然記念物」という語を用いて紹

介した。三好は 1915年の著書「天然記念物」で『その土地に古来から存在し、天然のままで残っているか、

あるいはほとんど人為の影響をうけないでいるもの、すなわち、天然林・天然原野または固有の地質・岩

石・動物など』を天然記念物の定義としている 

④日本では 1911年に「史蹟及名勝天然記念物保存に関する建議案」が貴族院に提出され、1919年に「史蹟

名勝天然記念物保存法」が制定された。1950年に同法は廃止され、文化財保護法に引き継がれた。 
 

 【天然記念物の定義】 

①日本の貴重な自然で、学術上の価値の高い動物、植物、地質・鉱物などを、国や地方自治体が指定したも

の。そのなかでも特に貴重なものは特別天然記念物に指定される。国が指定する天然記念物は「文化財

保護法」に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁（ちみなに、乙女高原の谷地坊主を指定した

のは山梨市。所管は山梨市教育委員会生涯学習課）。 

②文化財保護法では(1)有形文化財、(2)無形文化財、(3)民俗文化財、(4)記念物、(5)文化的景観、(6)伝

統的建造物群という 6 種の文化財を規定している。このうち、記念物はさらにａ天然記念物、ｂ史跡、ｃ名

勝に細分化されている。天然記念物は「文化財」の中の「記念物」の中の一つということである。 

③指定対象は、動物、植物、地質鉱物および天然保護区域であるが、生物種や単一の鉱物だけでなく、動

物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じて

いる土地や地域を含めて指定することもできる。これらの中には、長い歴史を通じて人の手により作り

出された二次的な自然も含まれる。 

④前述の三好は、人の手が入っていないものを天然記念物としてとらえたが、文化財保護法では、二次植

生や栽培・移植された植物、家畜、移入種なども対象としている。 

⑤国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化

庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方

自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。 

(以上、ウィキペディアを参照) 植原 彰 
 

 

2017年度総会・座談会に 22名の参加者 
 

２２名の参加者があり（委任状は９３通）、楽しく、和やかに会を進めることができました。特に、今回は初代の代

表世話人代表である古屋利雄さん、2代目の宮原孝男さんが参加してくださり、これはもう記念写真を撮るしかな

い!ということになりました。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。 

  会は代表世話人の三枝かめよさんの司会で始まりました。3代目・現代表世話人代表である古屋保男さんの

あいさつに続き、山梨市長の高木晴雄さんからあいさつをいただきました。議事は古屋代表が進行してくださいまし

た。2017 年度の活動報告を事務局の植原が行い、乙女高原フェローの報告を山本義人さんにしていただきました。

決算報告を会計の内藤邦雄さんに、会計監査報告を鑑査員の駒田勝彦さんにしていただきました。実際の監査は

駒田さんと竹居小枝子さんのお二人に事前に行っていただきました。決算の概略を述べると・・・ 

・今期の収入は前年度からの繰越金が約 30万円、収入が約 74万円、計約 104万円。 

・今期の支出が約 63万円だったので、次年度への繰越金が約 41万円。 

・収入内訳は寄付金が 72件・約 27万円、助成金が 7件・約 46万円、その他です。 

・支出内訳は、金額の多い順に、印刷費約 22万円、通信費 16万円、旅費交通費と消耗品費各約 4万円など。 

その後、一括審議し承認していただきました。続けて、2018年度の活動報告と予算案について審議していただき

ました。活動計画は、ほぼ、昨年のものを踏襲しています。毎年 1月に行っている「乙女高原フォーラム」のテーマと

ゲストが未定です。「こんな人の話を聞きたい」といったリクエストがありましたら、ぜひどうぞ。草原のネズミを調査

するために、備品としてセンサーカメラを購入することが承認されました。 

総会終了後、座談会に移行。三枝さんの司会で、以下のような話題提供の後、フリートークが行われました。 

１ 「精霊の守り人」ロケ地の詳細を教えます！・・・植原 

２ 天然記念物指定記念！ 谷地坊主を巡る旅・谷地坊主ってなに？・天然記念物ってなに？・・・植原 

３ 「三ツ峠ネットワーク」の活動紹介（三ツ峠ネットワークが日本山岳遺産基金に認定）・・・山本義人さん 

～今年もぜひ、乙女高原でお会いしましょう！～ 
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    みんなで観察するのって楽しいね！ 

シリーズ・乙女高原自然観察交流会の記録 
 

◆観察会のお土産は、赤いヤドリギの実 

２０１８年０１月０６日（土）  山本義人さんによるレポート 

 今年最初の観察交流会は。井上さん、岡崎さん、鈴木さんと私の 4人でした。暮れから正月にかけて天気の良

い日が続いたので、琴川ダム近くまで林道には雪がなく、琴川ダムあたりから乙女高原までの間では、日当た

りのよくない場所で凍ってしまった雪が残っていました。 

 今回も車中でヤドリギの話で盛り上がり、実が黄色に熟してきているのを見るのが楽しみだということで、い

つもは帰りがけに立ち寄って観察しているのですが、今回は先に観ることにして、琴川ダムを見下ろす鳥居峠

駐車場に車を駐車しました。眼下の湖面は氷結していました。金峰山の五丈岩が良く見えていて雪はあまり積も

っていません。ヤドリギの下までたどる斜面ではブナなどの実がたくさん落ちていました。 

 ヤドリギが着いている高木の隣に、種子を飛ばした後の裂開したままの蒴果がたくさんついている低木があ

りました。サラサドウダンの果実の付き方に似ているのですが、何の木でし

ょうか。駐車場に戻る斜面にも似たような木があり、やはりツツジ科の木

のようですが、花期に確認してみたいということで、新たな観察対象がで

きてしまいました。なお毎回観察しているダム湖わきの林道沿いで、近く

に行って接写できるヤドリギは、朝の光に黄色に透き通って輝いていまし

た。 

 乙女高原に着いた時には 11時を回っていました。風も少しありましたが

それほど寒くありません。草原の雪も多くなく、富士山の見えるところま

で往復し、戻ってから昼食をとることにしました。草刈りされずに残ってい

た花の種子はほとんど飛散してしまっていて、マルバダケブキの種子の

跡が残った花床の模様がきれいでした。マルバダケブキ以外にもツリガネ

ニンジン、リンドウ、アキノキリンソウ、タムラソウ、ノハラアザミ、ハバヤマ

ボクチ、オケラ、ゴマナ、シラヤマギク、ノダケ、アヤメ、ウツボグサ、シモツ

ケなどをまだ確認できました。 

 富士山は山頂には雲がかかっていましたが良く見えました。柵の内外で

ササの葉を見比べてみると、柵の外のササはシカの食圧で勢いがないよ

うに見えました。 

 風をよけてロッジの入り口のところで遅めの昼食をとった後、車を湿地

入り口駐車場に回して、県が修復してくれた階段と橋を確認しながら湿地

の観察をしました。階段修復でホソバツルリンドウの生育地がダメージを受

けているのを心配しましたが、全滅にはなってないので回復はしてくるこ

とを期待しましょう。湿地では氷の造形美などを楽しみました。 

 林道の下り途中、「琴川ダムまで 4.9km」地点でヤドリギを見かけ、止まっ

てみると赤い実がついていることがわかりました。今朝の行きの車中で、

一般には果実は黄色だが赤実と呼ばれるオレンジ色をした果実をつける

ものがあるという話題がありました。その赤実のヤドリギがあったのです。

近くにたくさんのヤドリギをつけている木がありました。その木には黄色い

実とオレンジ色の赤実のヤドリギが並んで着いていました。観察会の帰りが

けにお土産をもらった気分でした。 

 

◆雪の上の足跡パターンから動物たちのドラマを想像して 

２０１８年０２月０３日（土）  鈴木辰三さんによるレポート 

 2月 3 日（土）、今年 2回目の自然観察交流会が行われました。参加者は 6 名。一昨日にまとまった雪が降り、

乙女高原がどんな姿を見せてくれるのかを楽しみに道の駅を出発しました。 

 最初に毎年観察しているヤマアカガエルの産卵ポイント 2 か所に立ち寄りました。残念ながら 20ｃｍを超える

雪に覆われていて産卵を確認することはできませんでした。次に前回の観察交流会で見つけた赤い実を付ける

ヤドリギのところで止まりました。先月に比べてオレンジ色の赤みが増していたように感じます。いくつものヤド

リギが赤や黄色の実をたわわに付けています。ヒレンジャクの群れに立ち寄ってもらいたいものです。 
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 しばらく走り乙女湖を左に望むと、全面結氷した上を雪が覆って真っ白に

なっていました。その先の柳平からは冬季はゲートが閉まっています。歩い

て乙女高原へ向かうことにしました。 

 雪上の観察会の主役と言えば、やはり動物たちのフィールドサインでしょ

う。もっともたくさん残っていたのはシカの足跡です。蹄の跡を見れば、どち

らに向かっていたのかがすぐにわかります。道路を横断して斜面を登ったり、

急に向きを変えたり…。テンの足跡もあちらこちらで見つけることができま

した。シャクトリムシのような歩き方が特徴です。まっすぐ進んでいたかと思

うと、突然雪を掘った穴がありました。ネズミでも見つけたのでしょうか。一

直線に進む典型的なキツネの足跡もありました。一心に獲物を探していたの

かも知れません。姿は見えませんが、動物たちの歩行パターンから様々なド

ラマを想像することは楽しいものです。 

 いつもは車であっという間ですが、約 2時間かけて乙女高原に到着です。

この間あまり鳥の姿は見かけませんでした。そう言えば今年は鳥が少ない

という声をよく聞きます。乙女高原も例外ではないのでしょうか？実際この

日もマヒワ・コゲラ・シジュウカラ・ヤマガラ・カケス・ハシボソガラスぐらい…。 

 ロッジ前（積雪 30cm）で昼食を済ませての帰路では、ツルウメモドキの実が

皮だけになっているのに気づきました。また、雪の上にわずかに出ているササの葉はほとんどシカに齧られて

います。乙女高原に棲む生き物たちが、厳しい冬のわずかな食糧を求めている様子が伺えます。 

 明日は立春。穏やかな日の光の中で、生き物たちが待ちわびる春の訪れを感じながらの観察会になりました。 

 

◆カラスがさわいでいるなと思ったら、シカのなきがらが・・・ 

２０１８年０３月０３日（土）  山本義人さんによるレポート 

 3月 3日の観察交流会に道の駅に集まったメンバーは総勢 8名で、車 2台で乙女高原に向かいました。大分暖

かくなってきたからそろそろ活動をとおっしゃって参加してくれた方もいましたが、2日前に降った雨が山の上で

は雪だったようで、どれほど積もったか懸念されます。 

 林道沿いではヤマアカガエルも産卵を始めている時期とのことで、2 か

所の観察ポイントに立ち寄りました。うち 1か所目はここ 2～3年産卵が確認

できていないようですが、もう 1か所の小さな遊水池では表面が凍ってい

たものの、氷の下に黒々とした卵塊がたくさん見られました。7～8 腹はあり

ましたでしょうか。植原さんが 2 下旬に乙女高原に行かれた際立ち寄った時

にはあったという卵塊が無くなっていました。オタマジャクシになってしまっ

た様子もなく、どうなってしまったのでしょう。ミステリーです。 

 柳平から先の林道には雪が残って凍結していましたが、車でそのまま進

むことにしました。ときどき車の腹が雪でこすれるといった状態でした。焼山

峠に近づくと林道沿いでカラスが群れて騒いでいました。焼山峠を過ぎた

先でもやはりカラスが騒いでいたので、車を止めてその場に近づいてみる

と、果たしてシカの屍骸です。ほとんど骨だけになってしまっていました。 

 日当たりも良く道幅も広かったので、そこに車は置いてその先は歩くこと

にしました。湿地帯を過ぎたところでもカラスが群れて騒いでいて、そこで

もシカが死んでいました。腹部は皮が剥かれてしまって内臓が見えてきてい

ましたが、頭部から背中にかけてはそのままの状態で、死後あまり経ってな

いようでした。すぐ上の林道には鮮血と言っていい血が残っていて、事件は

ここで起きたのでしょうか。シカの死体がなかったら 110 番するような現状でした。 

 雪をかぶったままのヤチボウズの湿地に立ち寄ってからロッジに到着し

たのは 11時半頃でした。早目のお昼をとることにしました。青空で風もなく

日があたって暖かです。我々がさっさとお昼をとっている間も、植原さんは

気象観測用のデータロガーの交換作業をされていました。昼食後は柵の中

に入り、森のコースを歩いて富士山を見に行くことにしました。20～30 ㎝深

さの雪を踏みながら先頭を歩いていると、冬季オリンピックのスケート競技

のパシュートを思い出しました。パシュートでは風の抵抗を受ける先頭は疲

れることから順次入れ替わりますが、先頭で雪を踏み固めていくのは相当

疲れます。 



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1801 号 2018.４.１.（通算 67 号） 5 

 富士山は良く見えていて疲れも癒されます。ヨモギ頭の三角点まで上がると木間に南アルプスや八ヶ岳が良

く見えていました。柵内に戻り、ササの状態が柵の内外で違うのを観察すると、柵の外ではシカがほとんど食べ

つくしてしまっていました。2月にはそれほど食べられた形跡はなかったので、この 1か月の間に様子が変わって

しまったようです。ツツジコースに出ると吹き溜まりになっていて、膝まで雪にはまってしまい歩くのが大変でし

た。車に戻る時にも相変わらずカラスの群れは食事中で、内臓も大分食べられたようです。 

 帰りの林道ではヤドリギの場所で車を止め、ヤドリギのその後の様子を観

察しました。黄色やオレンジの実の数が減っているように思えました。岡崎

さんが土手のコンクリート壁にヤドリギの種の混じった糞がへばりついてい

るのを見つけました。1か所だけでなく何か所もついていました。レンジャク

が実を食べに来て糞をしていったのでしょうか。このあたりにはヤドリギが

たくさん見られます。行きに立ち寄った湧水池にも寄りました。表面の氷は

すっかり溶けていて、しばらく観察していると池の中の落ち葉の陰からカエ

ルが何匹か顔を出してくれました。 

 道の駅に戻って解散する段になってから、駐車場脇で咲いていたホトケ

ノザを見た植原さんから閉鎖花もあるねと教えていただき、どれが閉鎖花？ということでまた観察会が始まっ

てしまいました。 この時期乙女高原には雪がまだたくさん残っていて、冬の営みの厳しさと春の訪れを実感で

きる観察会ができました。 
 

※乙女高原自然観察交流会に継続して参加してくれている岡崎文子さんから観察交流会についての感想コメ

ントをいただきました。 
 

 年間を通して同じフィールドを多面的に自然に触れて観察できることが一番のお勧めです。 

 自分の知らないことや分からないことは山ほどあるわけです。 

 １つでも気付くことができるだけでも大切だと思っています。 

 「見る・知る・理解する・分かる・判る」を頭の片隅に置いて今後も楽しみたいと思います。 
 

※北谷里香子さんからも感想コメントをいただきました。 
 

 久しぶりの乙女高原に朝から期待が膨らむ観察交流会。下界は春の陽気ですが乙女高原はまだまだ冬。

四季の森広場から乙女高原までの林道歩きで、この日はなんと 2頭もシカの屍骸に遭遇。これまでも何度か

骨は見たことがありましたが、生々しい屍骸を目にするのは初めてでした。獲物を狙ってトビが空高くを旋

回し、トビに追われたのかカラスがギャーギャー鳴きながら飛び交っていました。トビは何処から飛んできた

のか次々と集まり多い時で 20 羽くらい数えることができました。こんなに多くのトビが集まってくるのを見

るのも初めてで、冬山のドラマにテンションが上がりました。 

 そんなドラマをよそに、音を立てて木をつつくコゲラや、雪解け水が流れ落ちる場所で水を飲むコガラな

ど、いつも通りの穏やかな光景は心和むものでした。 

 ヤチボウズの湿地辺りにはシカと思われる足跡が道路を横切り流れを越えて続いていました。湿地のヤ

ナギは芽鱗が取れて白い綿帽子が覗いていて遠目にもとてもきれいでした。良いお天気だったので、青い

空に白い雪、茶色い木々のコントラストが素晴らしかったです。 

 お昼を食べた後は、森のコースからヨモギ頭まで歩き展望を楽しみました。ズミもツノハシバミもウリハダ

カエデもまだ冬芽は硬く、日当たりを探してもスミレの葉は見つかりませんでした。昆虫も見かけませんでし

たが、地面を黒い蜘蛛が這うのを見つけ、この時期は何を食べているのだろう？と思いました。 

 往きに立ち寄ったカエルの産卵場所に帰りも寄りましたが、今度は可愛らしい鳴き声が聞こえ、しばらく目

を凝らして探すと姿を見ることもできました。 

 冬でも雪の中でもたくさんの発見があって、今回も楽しく充実した観察会でした。 

 

同封の郵便振込用紙は寄付金の送付、「乙女高原大百科」（詳しくは、裏表紙）の購入代金の送付

等にご活用ください。寄付はあくまで任意です。 
 

 

 

 

 

乙女高原ファンクラブではインターネットを活用した情報発信・情報提供をしています。ご活用ください。 

①ホームページ・・・乙女高原検索または http://fruits.jp/~otomefc/  

②メールマガジンの配信・・・不定期。配信希望の方は otomefc@fruits.jp までメールを 

③活動ブログ・・・ホームページからリンクまたは https://blog.goo.ne.jp/otomefcact 

④観察ブログ・・・ホームページからリンクまたは https://blog.goo.ne.jp/otomefc 

⑤乙女高原後援会・・・SNS フェイスブックの公開グループ。 
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ね～ね～ね～  みんな知ってる？ 

“乙女高原フェロー”って誰？ 
 

乙女高原の花友！  乙女高原の虫友！ 

乙女高原が大好きな仲間だよ！ 
 

こんなマグボトルを持って 

乙女高原に来てるよ！ 

乙女高原の活動に 10回 

参加した記念品だよ！ 

 

 

 

 

 

乙女高原ファンクラブ会員の活動を奨励するフェロー制度 
 

右記乙女高原ファンクラブの活動に参加し

てスタンプ 10個集めると「乙女高原フェロ

ー」と認められ、乙女高原フォーラムで記

念品が贈呈されます。 

乙女高原ファンクラブ会員がこの奨励制度

に応募するには「フェロー制度参加証」を

発行してもらい、裏面に「乙女高原スタン

プ」を押してもらうことが必要です。 

フェロー制度参加証の有効期間は発行日か

ら３年間です。参加証発行日以前に参加し

た活動については、2017年 4月 1日以降の

活動に限り、発行日から過去 1年間に遡り

有効です。 
 

お問い合わせは乙女高原ファンクラブ事務

局/植原までご連絡ください。 

TEL&FAX 0553-35-3682 

E-mail   uechan@fruits.jp 

・乙女高原フォーラムに参加すること（必須） 

・遊歩道作りに参加すること（必須） 

・草刈りに参加すること（必須） 

・世話人会に参加すること 

・スミレ観察会に参加すること 

・マルハナバチ調べ隊に参加すること 

・ヤマアカガエル産卵調査に参加すること 

・自然観察交流会に参加すること 

などメールマガジンや会報、ブログでお知ら

せした活動で、重複して参加できます。 

フェロー制度参加証（見本）

 

ボトル側面に、 

ＯＴＯＭＥ‐ＫＯＵＧＥＮ 

ＦＥＬＬＯＷ 

の印字が! 

５色のうち何色を選ぶ？ 
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   今年も乙女高原でスミレざんまいの日々を！ 
第 8期「スミレ観察会」シリーズ 

 

 今年も「スミレの観察会」シリーズを開催します。スミレに特化した観察会を開催するのは８年目になります。乙女高

原で見つかったスミレの種類は変種や交雑種を含めて、なんと３０種類。とはいえ一回の観察会で全部を観ることは

不可能です。スミレの種類によって開花の時期が違うし、好みの場所も違うからです。同じような姿かたちなのにこん

なにたくさんのスミレ！まさに生物多様性そのもの。ぜひ複数回参加し、多様なスミレの世界を楽しんでください。 
 

①4月 28日（土）集合 9：30鼓川温泉駐車場 ～15:00 講師は案内人の依田さん。無料。 

 乙女高原に向かう林道で、途中途中歩きながらスミレ観察をします。 
 

②5月 13日（日）集合 13：00乙女高原グリーンロッジ ～16：00 講師は案内人の依田さん。無料。 

 乙女高原自然観察交流会②を兼ねて。 

※この日の午前中は「遊歩道作り」というボランティア作業。こちらにもぜひご参加ください。 
 

③5月 19日（土）集合 9：30乙女高原グリーンロッジ ～15：00 講師は案内人の依田さん。無料。 

 乙女高原とその周辺でスミレを観察します。 
 

④6月 2日（土）集合 8：30牧丘の道の駅 ～15：30 乙女高原自然観察交流会③を兼ねて。 

 １日かけて標高 2000ｍほどのところに広がるキバナノコマノツメ群落を観察しに行きます。 

  キバナノコマノツメは黄色い花をつけるスミレです。 
 

第１８回 遊歩道づくり  主催 山梨市 山梨県 乙女高原ファンクラブ 
 

古くなった杭を交換し，ロープを張り巡らし，遊歩道をはっきりさせます。ご家族で参加できる作業です。春

の乙女高原で，いい汗をかきましょう。ただし，天気が悪いと寒いです。防寒具もお忘れなく。終了し、お弁当

を食べた後，依田さんを講師にスミレ観察会をします。こちらも予定に入れておいてください。 
 

■日時 ５月１３日(日) 午前９時半から１２時ごろまで ※スタッフは９時集合 

  ※少雨決行。雨天の判断は各自でお願いします。荒天の場合，２１日・日曜に延期。 

■集合 乙女高原グリーンロッジ前 

■持ち物 べんとう，雨具，軍手。かけや（大きなトンカチ），なたなど道具がある方はご持参ください。 

■服装 作業のできる服装（まだ寒いので，防寒の準備も） 

■問い合わせ・申し込み先 山梨市役所観光課 電話 0553-22-1111（代表） 

※保険には主催者で加入します。 
 

●補助金・助成金をありがとうございました● 
乙女高原ファンクラブは各種団体様や企業様からいただいた補助金・助成金で運営されています。 

 

山梨市/乙女高原保護活動事業補助金様，冨士ゼロックス／冨士ゼロックス端数倶楽部様、 

㈱田丸グリーン基金様、イオン石和店様・マックスバリュ東海様(黄色いレシートキャンペーン) 

あいおいニッセイ同和損保様、石川工務所様    (2017年度分) 
 

 

●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いただいたご寄付で運営されています。 

 

出澤忠利様,坂本 浩様,佐藤 満様,小澤 誠様,若月 昇様,古屋祥一様,佃 和夫様, 計良和子様, 

高橋美代子様,鈴木 勲様,雨宮 寛様,河添寿子様,小澤幸子様,米村雅範様, 伏見 勝様,浅井聡司様, 

小林召二様,桐原武仁様,中川昌昭様,槙田麗子様・幹夫様,小林 憙様, 秋元由喜子様,細野喜久子様, 

髙島健次様,沢登 智様,池田真人様, 辻万里奈様,和田安雄様,菊地猛三様・塩子様, 菅原美和子様, 

生山鈴子様, 渡辺和男様,天野秀光様・啓子様,塚田俊夫様,角田敏幸様,依田 昇様, 筒井美代子様, 

平沢慶子様,柿崎洋子様,永原章二様, 伊藤紀恵様,田草川敏男様・恒子様,北垣憲仁様, 青木隆明様, 

綾田浩子様,杉浦 好様,渡辺慶孝様,長瀬義隆様,市田淳子様, 藤原裕二様,依田 昇様・三枝子様,  

伊藤祥子様,雨宮 久様, 小田原さん歩の会様,恩田利明様,齋藤泰昭様,芳賀月子様,秋元由喜子様, 

後藤裕子様,名執真理子様・義高様,角田敏幸様,長田光花様,内藤邦雄様, 小澤 誠様, 駒田勝彦様, 

半場良一様・みゆき様,加藤洋一様・信子様,武井小枝子様,植原 彰様（2017年 4月 1日～2018年 3月 20日） 



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1801 号 2018.４.１.（通算 67 号） 8 

乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM390 号まで掲載済 
 

 

●乙女高原ファンクラブでは今年度もたくさんのイベントを用意して皆さんの参加をお待ちしていま

す。乙女高原フェローも継続しています。イベントに 10回参加すれば(遊歩道づくり・草刈りボラン

ティア・フォーラムの 3つは必須)フェローとして認定し、ステンレス真空ボトルを進呈します。 
 

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。→在庫切れ 
 

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 ウォッチング改訂新版』 
（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。2015年に改訂版を出しました。 
 

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月に第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 

今号は全会員にお送

りしています。 


