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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７３０人（２０１９年７月１６日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 72 号) 2019.7.16. 

乙女高原が好き！1902 号 
 

涼しい乙女高原でお会いしましょう!! 
 

今年も乙女高原案内人の皆さんが自主的な

「案内活動」を展開してくださることになりまし

た。待っているのは、ロッジの前のベンチ。１０時こ

ろから 3 時ころまでです。皆さんに声を掛けてい

ただけるのを楽しみにしています。 

乙女高原案内人の皆さん、ぜひこの活動にご

参加ください。乙女高原を訪れた方と会話をす

るだけでも楽しいですよ。 

 

 

20回目の遊歩道づくり～草原の自然を守るために!! 
 

今年、遊歩道づくりは２０周年を迎えました。天候に恵まれ、７１人の「乙女高原ファン」の皆さんが、楽しく、

乙女高原のために汗を流しました。「遊歩道づくり」作業は乙女の草原を保全するための、とても大切な作

業です。乙女高原は標高が１７００ｍもあります。冬が長く、１年間のうち植物が生長できる期間が短いので、

植物がその生きる目的である花を付けるまでに数年もかかってしまいます。しかも、草原の中で、他の植物

たちと光を巡る競争をしなければならないので、ヒョロヒョロと背の高い植物が多いです。そんな植物たちな

ので、「人の踏みつけ」にめっぽう弱いのです。「草原の中に足を踏み入れないでね」と、遊歩道にロープを

張るのは、そんな理由からです。 

今回、初参加の大学生・佐野ひかるさんがレポートを書いてくださいました。ありがとうございました。 
 

【はじめまして、これからよろしく、乙女高原】 「乙女高

原？ずっと上だよ。私も 30年前に行ったっきりだから分

からないけど、30 分くらいかかるよ」ナビを設定したのに、

なぜか民家の裏道のような道を通り、林道を長いこと登

りました。 

「ここで合っているのかな…」私は不安になりながら

車を走らせました。もう気づいたら集合時間の 9:00。「や

べえ、遅刻やわ。」焦りを感じ、ただただ車を走らせると

一台のバイクが私を追い越しました。バイクが追い越し

てくれたことで「多分、合ってる」という確信が芽生え、

焦りがなくなりました。バイクの後についていくと急に視

界が開けました。360度木々だった視界、目の前がぱあっ

と明るくなりました。そして、乙女高原がやっと顔を出し

ました。乙女高原の写真は幾度か見たことはあり、私が

記憶していた写真と全く同じ風景が私を歓迎してくれま

した。広い高原が寛大な心で「ようこそ、乙女高原へ」と

声をかけてくれていると思わず妄想しました。現実に戻

り車を降りると空気がちょっとだけ冷たくて。そして空が

【案内人活動日】 

①７月２７日（土） 

②７月２８日（日） 

③８月０３日（土） 

④８月０４日（日） 

⑤８月１０日（土） 

⑥８月１１日（日） 

⑦８月１2日（月・祝） 

市長さん（右端）のごあいさつ 
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近い。距離が長くアクシデントや不安が募った分、着いた瞬間の達

成感を感じました。「やっと着いた。やっと来た」という気持ちもつ

かの間、支度を急ぎ、受付のあるグリーンロッジまで駆け上がりま

した。 
 

【楽しすぎた遊歩道づくり】 私が着いた時、既に参加者の皆さ

んはじめの会を終え、乙女高原に向かっていました。時間は 9:10過

ぎ。受付では名前を書き、お茶をもらいました。「飲み物つる下げる

ためにこれ、好きなもの選びな」と言われました。「すごい、気がき

いているんだな」って思いながら入れ物だけお借りしました。色々

入れたらパンパンになってしまった荷物を置き、乙女高原へ足を踏み入れました。 

 私が乙女高原を見て一番に驚いたことは緑じゃないこと。今の乙女高原は一面緑色、というイメージ

を持っていました。「あ、緑じゃないのか」と思いました。しかしよく考えてみれば、標高 1700メートルでヤマ

ザクラがやっと咲きはじめたという時。今が、乙女高原の春の訪れだと知りました。ススキの枯れ草を踏む

サクサクとした音が楽しくなり、高原の上の方まで駆け上がりました。22 歳という年齢も忘れ、幼い時のよ

うに上へ上へ駆け上がりました。しかし途中で体力の限界が来ました。歩いて登りました。 

一人で来たこともあり、不安が大きかったです。「私が周りの人たちとコミュニケーションとれるかな、迷

惑かけないかな」と。しかしそれはすぐに解消されました。ロープ張りのベテランの男性の方と（株）田丸の

従業員の方々が自分を受け入れてくださったからです。ロープの絡まりが解けるのと同じように、私の緊張

もどんどん解けていきました。私ははじめの会に参加できなかったので、ロープを解く作業のお手伝いをし

ました。普段私に絡まったロープを解く作業をやらせたらとても不機嫌になると思います。イライラして。で

もこの日の作業は絡まったロープを解く作業がとても楽しく感じました。周りの人達と協力して解いていっ

たからかもしれません。どこから絡まっているのか見つけて、引っ張って…という苦痛で時間のかかる作業

が楽しくてたまりませんでした。上から下へ降りてきてベテランの女性の方にロープの巻き方をレクチャー

してもらいました。「輪っかを２つ作って…」案外簡単な作業だと思いきや、実際にやってみるとちょっと違

う。もどかしい気持ちになりました。でも何度か挑戦するうちに許容範囲内の巻き方を習得することができ

ました。 

グラグラした杭を新しい杭に変えた時の様子は迫力というか、「おお！」という歓声が上がり興奮しまし

た。杭打ち隊（私が勝手につけた名称です）のパワーに驚かされました。そして「力持ちだなあ、すんげえ」

と感じました。一通り遊歩道の柵をつけるのが終わりました。遊歩道の柵があるだけで、ちょっと印象が変

わったなって感じました。空は相変わらず広くて、青空が見えて、空気が澄んでいて、パシャパシャと写真

を撮りました。本当に心地よい日でした。「晴れてよかった」その一言に尽きます。 
 

【未来の子ども達への選択肢。遷移させないために】 乙女高原や空の様子を撮ることに夢中だった私。

気づいたら周りにいた参加者は別の場所へ移動していました。すると左側の木々が小さい背丈の木々が

群集しているところからカサカサ、カサカサ…と音がしました。「やばい、蛇かも」と思い、のぞいてみると

参加者の方がいらっしゃいました。（勘違いしてしまい、すみませんでした。）目が合い、挨拶を交わしました。

その方は 11月の草刈りボランティアで草を刈ることができなかった、あるいはその後に芽生えてきた木々

を刈り取っていました。私もその方と一緒に草を刈ることにしました。カマを受付の方々からお借りして刈り

ました。 

乙女高原には少し変わった歴史があると私は考えています。乙女高原ファンクラブの皆さんが乙女高原

を草原として保全をしているのは、私達、次の世代、未来の子ども達にこの草原をどのような形で保全さ

せるのか選択肢を与えるためだと聞いたことがあります。もし乙女高原が草刈りをせずに自然のあるがま

まに、ある意味では自由に、植物達の思い通りにさせたら、乙女高原は林から森へ遷移します。もし遷移が

進み、森になってしまったら草原に戻すには長い時間がかかるのだと思います。私達や未来の子ども達へ

選択肢を与えるために活動をし、乙女高原として保全している、活動の意味に深く感銘を受けました。実際

に私がお手伝いした場所は乙女高原で保全をしているツツジの木が群集しているところでした。ツツジ以

外に成長を始めた草や木々を刈り取りました。小さな草刈りでしたが、2人の方とともに作業する中で、乙

女高原ファンクラブが来世に残そうとしているものを少し感じた気がしました。声をかけてくださり本当に

ありがとうございます。 
 

【人の優しさ・受け入れてくれたことに感謝】 遊歩道づくり、その後の昼食、スミレ観察会を通して感じた
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ことは「人の優しさ」、「受け入れてくださる心」だと感じました。最初は不安だ

ったけれど乙女高原ファンクラブの方々をはじめ、株式会社田丸の従業員の

方々、役場職員の方、ロータリークラブの方々などたくさんの人が優しく接し

てくれました。その受け入れの姿勢があって、私はとても自由に草原を走りな

がら参加できたと思います。多くの方々の支えがあって乙女高原があって、私

達、そして未来の子ども達のために活動する方々がいて、とても嬉しく感じま

した。乙女高原にたどり着くまでにとても長い時間がかかりましたが、その分

の達成感や楽しみは５月１２日の 1日で満たすことができました。また随時開催

される活動にも積極的に参加したいと思います。 

 

 

今年もスミレ三昧の日々～３回のスミレ観察会 
 

●第 1回スミレ観察会 5月 12日（日）～乙女３１番目のスミレ発見 
～講師の依田 昇さんがレポートを書いてくださいました～ 

 

小田原を６：３０出発、雲ひとつない富士山の裾野を通り乙

女高原にはギリギリの 9時 30分に到着しました。 

 まずは今日のイベント、参加者７０数人の遊歩道作りです、

最近は参加者皆さん腕を上げ私は森のコースでしたが、特に

女性や子供さんの率先ぶり技術の高さには驚くばかりでした。

遊歩道作りが早く終わり１０時頃から雲が出始めた為、スミレ

観察会を１２：２０より繰り上げて始めました。 

 今年もスミレその他の山草も花の咲く時期を感じるのが非

常に難しくなりました。高原も心なし乾燥しているようで、湿

地帯も最近雪が降ったわりに水が少ないように感じました。３

５名の参加者の多さにうれしいような、スタッフが今日は少な

かったので心配もしました。井上さん、依田、三枝子の３組に分

け観察会に出掛けました。この２～３年は井上さんが下見もし

てくれるので大助かりです。 

 今年もヨモギ頭からと思いましたが、参加人数が多いこと､

子供さんの参加があったこともあり、観察場所が狭い､急坂で

ある事を考慮し観察を取りやめました。スタッフが事前に下見

したところ､アケボノスミレ、アカネスミレ、エイザンスミレが

少し。ヒゴスミレも 2輪ぐらい咲いていたようです。咲き始め

なのか、咲き終わりなのか、迷います。 

 イベント前にロッジ前の林道を少し西に行って観察してくれた方からスミレが沢山咲いているとの情報があり、

私もこの時季には行ったことがなかったのですが、ここから観察を始めることにしました、きれいなアケボノス

ミレ、素晴らしいエイザンスミレ、形の良いマルバスミレ、もっと良く観察すれば、かなりの群落が確認できると

思いました。次に、井上さんが見つけてくれたエゾアオイスミレの観察に。３年ぐらい前に観察路入口近くでも見

つかったのですがその後は消息不明でした。小さなきれいなスミレでした。 

 さて次はどこにと思い高原を見ましたがサクラスミレの姿は見当たらず、四季の森に移動することにしました。

ここは春一番ヒナスミレの群落が見られその後ミヤマスミレの群落に移行する場所です、シロバナヒナスミレ、

フイリヒナスミレも見られましたが最近はあまり見られなくなりました。幸運なことに今回ミヤマスミレの群落の

中に小さいながらフギレミヤマスミレが見つかったことです、この付近はエイザンスミレも沢山咲くところです

ので交雑種が出ると想像したこともあります。ヒメイチゲも沢山咲いていました。 

 四季の森入口路肩で数株のサクラスミレに出会えたのは幸せでした。ここは早春から日当たりが良くサクラ

スミレが一番先に咲くところです、５～６株でしたが色が濃く素晴らしい姿が見られました、これから次ぎ次ぎに

高原に向かって咲いてくれることを願っています。 

 今日は参加人数が多く、車も多い為この先焼山峠は混む事も考え、ここで中締めする事にしました。乙女高原

は今日のように観察にはちょっとふむきな日もありますがそれでも１５種類のスミレが見られました、それだけ乙

女高原は素晴らしい高原ということです、又今日の観察会の参加者皆さん全員が最後までお付き合いください

今年も田丸グリーン基金さん

から助成金をいただきました。 

講師の３人。左から依田昇さん、

井上敬子さん、依田三枝子さん。 
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ました。 

 中締めの後、焼山峠に来ると参加者皆さんも集まっていました、この林内も。毎年数

種類のスミレが咲く場所です。そして乙女高原の３０番目フギレミヤマスミレが見つかっ

た場所です、昨年も素晴らしい株がいくつか見つかっているのですが今年は早いのか

全てが小さく少なくフギレミヤマスミレにしては葉がやっと出たばかりで開花は確認で

きませんでした。 

 観察会の終わりにあたり、ご報告を一件いたします。井上さんが３１番目のオクタマスミレを見つけました。大き

い株でしたが葉も花もきれいなもので無かった為、写真等でも確認しスタッフで協議した結果オクタマスミレと

同定しました。見つかった場所が林内のフイリヒナスミレが全面に群生する所だったので、今回はお知らせに止

めました。 

 今日の観察会ではサクラスミレ、ニョイスミレ、ミヤマスミレ、アケボノスミレ、タチツボスミレ、アカネスミレ、ア

カフタチツボスミレ、エイザンスミレ、エゾアオイスミレ、ヒゴスミレ、ヒナスミレ、フイリヒナスミレ、フギレミヤマス

ミレ、マルバスミレに会うことができました。この後２回のスミレの観察会もあり次回はサクラスミレを中心にシ

ロバナサクラスミレが見つかればと期待しています。又花やマルハナバチの観察会等がお待ちしています、楽

しみな花や昆虫がいっぱいの乙女高原に皆さんお出掛けください。 

 

 

●第 2回スミレ観察会 5月 25日（土）～たくさんのサクラスミレに囲まれ 
～今回も講師の依田 昇さんがレポートを書いてくださいました～ 

 

 ２０１９年二回目のスミレ観察会の日、５月の季候かと首をかしげ

たくなるような暑い日になりました。参加者は２５名、１０：３０の出発

としました。早朝にスタッフが下見してくれていたので、２班に分か

れ、依田班は森の道を上がりヨモギ頭へ、この道の両側にはサク

ラスミレが見られるようになりました、ヨモギ頭ではアケボノスミ

レ、アカネスミレが今年最後の花をつけていました。ヒゴスミレも

一輪ですが見ることが出来ました。ヒゴスミレは自然界では見つ

ける事が難しくなり参加者の皆さん喜んでいました。下からシロバ

ナサクラスミレを観察に行った井上班が上って来たので、依田班

は下ることにしました。今年はまだ草原の中ではサクラスミレは見つける事ができません。 

 毎年数株のシロバナサクラスミレが顔を出す林内を観察する事にしました。この場所も今年はサクラスミレも

まだ少ないようです、井上班よりシロバナサクラスミレが一輪咲いているとの報告を受けていたので心配なく

探しましたが、なかなか見つかりません、チョットあきらめかけましたが、１０分ぐらい経ったとき「見つかった！」

と声がかかりました。大勢で観察する利点をこの時はすごく感じました。「初めて見た」「久しぶりに見た」との参

加者は宝物を見るように観察、撮影をしていました。 

 昼食後、６人の参加者が午後の観察会を取り止めた為、残り合同の観察会にしました。最初に一回目に観察し

たアケボノスミレ、エイザンスミレ、マルバスミレのあった林道脇からスタートしました。まだマルバスミレは元気

に咲いていました。ツボスミレありました。 

 次に昨年シロバナサクラスミレが見つかった、大窪山に行く山道とロッジの間だの林内を観察しました。サク

ラスミレ、アケボノスミレと一輪だけシロバナサクラスミレが見つかりました。シロバナサクラスミレはまだ他の

場所にも静かに隠れているような気もします。 

 次に車で四季の森に移動、まだミヤマスミレが観察できました。路肩できれいなシロバナエゾノタチツボスミ

レ、大きく素晴らしいサクラスミレを見ることができましたが､時期的なことか数は少ないように感じました。ま

たこの付近で葉の裏側が濃紅紫色のサクラスミレがなん株か見つかりチシオスミレを探しましたが見つかりま

せんでした。スミレの他にイチヨウランが今年も数株見つかりました。昨年満開のツマトリソウは遅れているよう

で一輪も見つかりません。 

 後日談ですが、今回撮影したサクラスミレのなかに数年前に見つかったアルガスミレが見つかりました。シコク

スミレも何株か咲いていましたが、時間が無く今回は観察できず。 

 今日の観察会ではサクラスミレ、シロバナサクラスミレ、アルガスミレ、ニョイス

ミレ、ミヤマスミレ、アケボノスミレ、タチツボスミレ、アカネスミレ、アカフタチツ

ボスミレ、エイザンスミレ、ヒゴスミレ、ヒナスミレ、フイリヒナスミレ、マルバスミレ、

シロバナエゾノタチツボスミレ、に会うことができました。 

 来年スミレと皆様に再会いできることを楽しみにしています。 

 

ミヤマスミレ 

ヒゴスミレ 
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●第 3回スミレ観察会 6月 1日（土）～黄色いスミレ(キバナノコマノツメ)ハイキング 
～講師の井上敬子さんがレポートを書いてくださいました～ 

 

 ６月の観察交流会は１日（土）、乙女高原を離れて、黄色いスミレ（キバナノコマノ

ツメ）の観察会でした。集合場所の牧丘の道に駅に集まったのは 12 名。4 台の車に

分乗して、この日にゲートが開いたばかりの大弛峠へ向かう林道を鶏冠山林道入

口まで行き、そこから鶏冠山西林道を歩いて観察です。 

 林道入口では、晴れてはいるものの空気はひんやりして爽やかです。道端には

タチツボスミレが咲いていました。ウグイスやカッコウ、カラ類などのさえずりが聞

こえてくる道を、ゆっくり観察しながら歩きました。カラマツの新緑と青空がとても

きれいで、気持ちがよかったです。歩き始めてすぐ、ミヤマハンショウヅルの大きな

株がありました。まだ咲いていませんでしたが、えんじ色の丸いボール状のつぼみ

がいくつもあって可愛かったです。しばらく歩いていくと、昨年まで気づかなかっ

た所にツバメオモトが咲いていました。いくつもの株がありました。白いかわいい花

です。さらにしばらく歩くと、白いクリンソウも道端に咲き始めていました。 

 ヒロハツリバナ、エゾノコリンゴ、ハウチワカエデ、オオカメノキなど木の花も咲

いていましたが、昨年に比べるとまだ咲いてないものが多かったです。さらに登っていくと道端にミヤマスミレ、

コミヤマカタバミ、ミヤマハコベなども見られるようになりました。 苔むしてシダのしげる針葉樹林の亜高山

帯に入ると、メボソムシクイなどのさえずりもよく聞こえ、針葉樹のよい香りもしてきます。昨年咲いていたオサ

バグサはまだつぼみでした。バイカオウレンやコセリバオウレンは咲き終わって種になっていましたが、かろうじ

て花が残ったものも見ることができました。 

  今回は植物に詳しい方が参加されていて、タカネザクラの特徴を教えてもらいました。この道にある桜の木

はタカネザクラが多いようです。もう咲き終わっていましたが、かろうじて花の残ったものもあり、花や葉の特徴

を見ることができました。また、ネコノメソウの特徴についても盛り上がりました。この道では、イワネコノメ、ツ

ルネコノメがありました。コケもいろいろな種類がありそうです。タマゴケの丸い目玉のような蒴（サク）がかわ

いらしいです。また小さな流れがある場所にきれいな黄緑色の丸い蒴のついたコケがありました。サワゴケでし

ょうか。美しかったです。サクラスミレ、フデリンドウも道端にひっそりさいていました。 

 そして、正午過ぎに目的の黄色いスミレ、キバナノコマノツメが咲く小さな沢にやってきました。たくさんのキ

バナノコマノツメが咲いています。時期としてはちょうどよかったようで、きれいに咲いていました。ここで花を

ながめながら、昼食にしました。この場所は標高、２０００ｍ弱（渡邊さんが調べてくれました）、南側が開けていて、

富士山も遠く雲の上に見えます。近くの木々は新緑が美しくダケカンバも芽吹き始めていましたが、少し先に見

える山の斜面のダケカンバは芽吹き前らしく白い幹が目立ちます。黒っぽい針葉樹と白いダケカンバの山でし

た。話題になったタカネザクラもここではまだ咲いていました。赤い葉や濃い花の色が目立ち、きれいでした。 

 昼食後はそれぞれ写真を撮ったり、花を観察したりして、帰路につきました。行きもゆっくりでしたが、帰りもま

たあちこちで止まりながら、下っていきました。途中、モミの木の枝にまるでヤドリギのようなものがついている

のを発見。よく見ると枝から新しい芽がたくさん出ています。同じ木だと思うのですが、新芽の形が少し違って

いて、何だろうとみんなで観察しました。また行きにはあまり目につかなかったミツバツチグリの黄色い花がた

くさん咲いていたり、少し高いところにあるコヨウラクツツジなどにも気づきました。同じ道の往復ですが、登り

と下りでは目線が違うので、違った気づきがあります。 

 ほぼ予定の３時過ぎに駐車場所に戻り、参加者に感想を書いていただき、解散となりました。でも、皆、シロバ

ナサクラスミレが気になるようで乙女高原へ向かいました。焼山峠手前の林道沿いに、ミヤマザクラとウワミズ

ザクラが並んで咲いていたので、また観察をしました。乙女高原では、シロバナサクラスミレは１株でしたが、３輪

の花が豪華に咲いています。つぼみのものも１株ありました。サクラスミレもきれいなものがたくさん咲いていま

した。 

 黄色いスミレの観察会は今年で４回目ですが、毎年同じではなく、年によって少しずつ違うものも見られ、お

もしろいです。参加者のいろいろな知識や多くの目での発見もあり、今回もとても楽しい観察会でした。 
 

○参加者の感想〇 

・はじめてスミレ観察会に参加しました。天気もよく、すがすがしい風が吹き、楽しい一日を過ごしました。また参

加したいです。 

・キバナノコマノツメがたくさん咲いているのがすばらしい。花も咲き始めで、色が濃くて生き生きしていた。他

の花も季節によっていろいろありそうで、何回でも歩きたい道です。久しぶりにツバメオモトのかわいらしい花

が見られてよかった。 

・スミレ４種（タチツボスミレ、ミヤマスミレ、サクラスミレ、キバナノコマノツメ）をたくさん見られ、ぜいたくな一
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日でした。その他、モミジの仲間も沢山あり、秋の紅葉もすばらしいでしょう。ネコノメソウ２種類（ツルネコノメ、

イワネコノメ）もはじめて教えていただき、ありがとうございました。季節を変えてまた企画して下さい。 

・キバナノコマノツメの群生地が素晴らしかったです。ミヤマハンショウヅルやシロバナクリンソウ等、沢に咲く花

も。ツバメオモトの白い花、フデリンドウ、コミヤマカタバミが帰り道に花が開いていて、とてもきれいに写真が

撮れました。 

 

 

マルハナバチ調べ隊～初夏編 ～井上敬子さんがレポートを書いてくださいました。 
 

 本年度、第１回目のマルハナバチ調べが６月３０日(日)に行われ

ました。当日の天気予報は雨ときどき曇り。雨が降ればマルハナバ

チは飛ばないので、誰も来ないかもしれないけれど、何か見られ

るだろうと思い、出かけました。草原に着くと、植原さんが草原の

中を下見していました。雨はやんでいました。しばらくすると、子ど

もも含めてなんと１１人が集合。草もぬれていて、マルハナバチも

飛んでいないし、いつ雨が降り出すかわからないので、いつもの調

査はやめて、カッパを着たり、傘をもって、とりあえず草原を歩い

てみることになりました。 

 植原さんを先頭に３人の子どもたち、そしておとなが続いて、観

察しながら歩きました。草原にはアヤメがたくさん咲いていて、き

れいです。キンポウゲやオオヤマフスマも遊歩道沿いに咲いていました。レンゲツツジはほぼ終盤でしたが、き

れいに咲いているものもあります。そして思いがけず、いろいろな虫が見られました。子どもたちがいろいろ発

見して、にぎやかに歩いています。 

 そして、マルハナバチも見ることができたようです。コマルハナ

バチ、トラマルハナバチ、ミヤママルハナバチの 3種類です。私は

後ろからくっついて行ったので、残念ながらコマルハナバチを見

ることはできませんでしたが、駐車場近くのアヤメがたくさん咲い

ている所でマルハナバチが飛んでいて、トラとミヤマの 2頭を見

ることができました。この観察会では、合わせて 9頭見ることがで

きたようです。マルハナバチを見ることはできないだろうと思っ

ていたので、少しでも出て来てくれてよかったです。 

 また、クジャクチョウもいました。葉の上に止まってじっとしてい

ます。まだ新鮮な美しい姿です。温度が低いので動けなかったのかもしれませんが、私たちはじっくり観察したり、

写真を撮ったりできました。 

 草原を一周して、ロッジ前に戻ってきたら、雨が強く降り出しました。観察中はなんとか天気がもってくれてよ

かったです。ロッジに入って昼食にしました。今年初の桃やスモモをいただきました。おいしかったです。 

 私は近くに座った人たちと、今日見た虫を、図鑑を見ながら確認しました。上記の虫以外に、ヒメシロコブゾウ

ムシ、ウバタマコメツキ、ヤマキマダラヒカゲ、ジョウカイボン、エゾアオカメムシ、ブチヒカゲカメムシ、ヤマトシ

リアゲ、クビナガムシ、ヒメツチハンミョウが確認できました。この他にも名前のわからない虫がたくさんいまし

た。この時期はほんとうに虫が多いと思います。今年は通称ゾンビバッタと呼んでいる草に止まった状態で死ん

でいるバッタも何匹か見つけました。何かの菌の影響という話も聞きますが、不思議です。 

 キビタキ、ウグイス、カッコウ、ホトトギスなどの鳴き声もします。鳥たちも虫がたくさんいるこの時期に子育て

をしています。改めて乙女高原は多様な生き物を育んでいるのだと感じました。 

 昼食後、この日の観察会は終了解散となりました。ここで帰る人たちもいましたが、数名は午後も観察をしま

した。雨はやんで、森のコース入口のニシキウツギにマルハナバチが来ていました。この木の花は受粉が終わる

と白い色からピンク色になるそうです。マルハナバチに活躍してもらっている花のようです。登っていくうちに

晴れ間も見えてきました。森のコースには ギンリョウソウがたくさん咲いています。草原のコースとの出会い近

くには群生している所もあり、思わず「すごい。」と声がでるほどでした。またエゾノタチツボスミレの花にハエ

の仲間が止まって花粉をなめているのを見かけました。スミレの受粉に一役かっているのでしょうか。展望台近

くには立派なササバギンランも咲いていました。ツツジのコースに出会う手前の森の中には、イチヤクソウがた

くさん花芽を付けています。咲くのが楽しみです。 

 歩いているうちに雨がまた降って来たので、早めにきりあげて帰途につきました。いつものマルハナバチ調

べはできませんでしたが、たくさんのアヤメやいろいろな虫を見ることができて、楽しい観察会でした。 
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谷地坊主の観察会 ～鈴木辰三さんがレポートを書いてくださいました。 
 

 7月 6日（土）に行われた谷地坊主観察会は、10人（内、子供 4人）の参加者に CATV記者 2名が加わり行われ

ました。昼から雨の予報だったため、当初の予定を早め午前中で切り上げることにしました。 

 まずはツツジのコースを観察しながら駐車場下の湿地へ向かいます。今の季節高原はアヤメが主役です。キ

ンポウゲやニガナの黄色い花も目立ちますが、まだ花の盛りには少し早いようです。ヤマオダマキやヨツバヒ

ヨドリが少しずつ咲き始めています。アヤメの花には数匹のトラマルハナバチが訪れていました。よく見ると足

には青っぽい色の花粉団子がついています。アヤメの花を転々としていたのでしょう。また、なんとコマルハナ

バチのオスに出逢うことができました。レアものです！ 花粉を集める働きバチはすべてメスですが、その年の

仕事が終わるころにオスバチが現れ始めます。翌年の女王バチの結婚相手です。次の世代向けた準備が始まる

のですね。その他にも子供たちは葉っぱの上に、カメムシ・ハムシ・ゾウムシ・チョッキリの仲間や、ベニボタル・ジ

ョウカイボン・テントウムシなど小さな虫たちを次々に発見していました。 

 湿地に着くと，まずは，谷地坊主の全体像を眺めました。谷地坊主はどんなところにできるのだろう？ どの

ように大きくなっていくのだろう？ こんな疑問に紙芝居を使ったわかりやすい説明で応えます。乙女高原の

谷地坊主を作っているのは、カヤツリグサ科のスゲの仲間で、タニガワスゲと言います。このスゲが春から秋に

しっかりと成長して、冬の寒さで霜柱のように地面と共に株ごと持ち上げられます。そして春に雪解けで周りの

土が侵食され株全体が少し高くなります。これを毎年繰り返すことで、立派な坊主頭ができあがるそうです。 

 次に、橋のかかった湿地で谷地坊主を間近に観察してみます。地上部だけでなく、以前に採取した根（もちろ

ん許可を得ています）の部分も見させてもらいました。密度が高く石のように固くなっていました。このスゲの

根はとても強く、寒さで持ち上げられても切れません。乙女高原ではタニガワスゲ以外のスゲも生息しています。

この辺りでも、カワラスゲ・オオカワズスゲ・オタルスゲ・ゴウソなどがありました。でも、いずれも谷地坊主は形成

しません。谷地坊主はスゲの種類・水の流れ・気温や気候条件など様々な要素が絶妙のバランスを保って形成さ

れていることがわかります。 

 その後、さらに奥の湿地に移動していよいよ谷地坊主の身体検

査です。大人と子供がペアになり、決められた 5 つの株の高さや

幅をそれぞれ測ります。子供たちとの共同作業は賑やかで楽し

いひと時でした。去年とあまり変わらない株もありましたが、全体

的には少しずつ大きくなっているようです。地道なデータ収集は

自然を保護する上で大切な材料です。 

 昨年乙女高原の谷地坊主は山梨市の天然記念物に指定されま

した。私たちはすなおに喜ぶと同時に、その価値を次の世代に伝

えていく責任も負ったのではないでしょうか。子供たちと楽しく

調査を続けながら、いつまでもこのままの姿を残していきたいも

のです。 

 
 

夏の涼しい乙女高原で、マルハナバチに会いましょう!! 
 

●第１７期 マルハナバチ調べ隊～盛夏編● 

■日 時 08月 03日(土) 雨天中止 午前 10時から午後 2時半くらいまで 

■集 合 乙女高原グリーンロッジ 

■持ち物 弁当，水筒，筆記用具，時計(腕時計や携帯電話の時計で十分です） 

■参加費 無料。 

■内 容 午前中は調査の説明とラインセンサス調査。午後はまちぶせ調査。 

■問い合わせ・申し込み先 乙女高原ファンクラブ事務局（このメールに返信を） 

※行事災害保険にはファンクラブで加入します。 

※次は初秋編 09月 07日(土) 雨天中止 午前 10 時から午後 2時半まで 

時間やプログラムは今回と同じです。 

 

※乙女高原ファンクラブでは年に３回ずつマルハナバチ調べ隊を行っています。 

  初夏編 女王バチが見られる…かも 

 盛夏編 たくさんの働きバチ 

 初秋編 超レアなオスバチが見られる…かも 

 

谷地坊主の身体検査中  
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM417 号まで掲載済 
 

 

●11月 23日は乙女高原最大のイベント「草刈りボランティア」。今年は乙女高原の草刈りが、「ふもとの人々

が肥料や飼料として使う」「スキー場の管理として行う」から「草原を保全するためにボランティアを募っ

て行う」形式となって 20周年です。この記念すべき草刈りイベントにぜひご参加ください。 
 

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】 〒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 

今号は普通会員のみに

お送りしています。 


