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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７３４人（２０１９年９月３０日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 73 号) 2019.9.30. 

乙女高原が好き！1903 号 
 

祝・乙女高原 草刈りボランティア 20周年!! 
 

今回でボランティアによる乙女高

原草刈り作業は２０回(年) 目です。

では、２０年以上前はどうだったか？ 

乙女高原は天然雪のスキー場でした。

標高が高く乙女高原の雪はパウダー

スノー。でも積雪量は多くないので、

枯れ草が雪の上に出てしまいます。で

すから、スキー場として使う準備とし

て草刈りが続いてきました。ところが、

「西保までバス、徒歩４時間」（1952.2.14.山梨日々新聞）という時代ならともかく、今は車の時代。乙女

高原は「雪が降ると行けなくなるスキー場」となってしまいました。雪が降ると林道が閉鎖されるからです。

2000年 3月、スキー場の廃止が決まり、草刈りも不要になりました。 

草刈りが廃れれば、草原の中に生えてきた木は一気に成長し、乙女の草原はグリーンロッジ周辺のような

森になってしまいます。草原の草花たちは絶えてしまうでしょう。そこで、乙女高原の草原を保全するため

に、この「草刈りボランティア」を始めました。今年はいつもの年より一味違う草刈りボランティアを計画

しています(ちょっぴり違うだけですよ)。20周年を、乙女高原に関わりのある多くの方々と一緒に祝いた

いと思います。ぜひご参加ください。 
 

第 20回乙女高原の草原を守る！ 草刈りボランティア 
■日 時 １１月２３日(土・祝) 少雨決行 午前 9時半から午後 2時   ※荒天の場合２４日(日)  

■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 

※2012年の草刈りの様子を見ることができます（ユーチューブ「風の言葉 乙女高原」で検索） 

 

毎年、たくさんの参加者が見込まれます。たくさんの参加者に来ていただき、楽しく作業していただくた

めには数多くのボランティア・スタッフが必要です。ぜひ、スタッフへの立候補をお願いします。乙女高原

の活動を見ていて感心するのは、お歳を召した方々(失礼!)が 生き生きと活動なさっていることです。こう

いう姿を若い方々に見ていただき、「乙女高原の守り人」後継者になっていただきたいなあと思います。若

い方々・まだスタッフをやったことのない方々の積極的な立候補をお願いします。 

スタッフの条件は、①事務局に立候補の旨を伝えること、②当日、参加者より早めに来て(8:30)スタッフ

ミーティングに参加し、仕事の中身を把握すること･･･ の２点です。 
 

■スタッフの例（詳しくは事務局にお問い合わせください）■ 

【 】内はスタッフ充足率 ◎→十分足りている ○→ほぼ足りている △→もう少し ×→足りない 

１駐 車 場 係→【△】朝、車の誘導など（林道は緊急車両とゴミ収集車以外は駐車禁止） 

２受     付→【△】朝、受付と班分け、資料と飲み物の配布など 

３班 の 世 話 役→【×】各班の段取り。作業の進み具合を本部に連絡など 

 手刈り班Ａ，Ｂ，Ｃ。ロープ回収班（森コース、草原コース、ツツジコース）など。 

４キッズ班世話役→【△】子どもたちをブナじいさんに誘導。作業の支援など 

５豚 汁 係→【◎】豚汁の調理。炊事用ゴム手袋等は支給します。 

さらにゴミ収集車で運ぶ ビニールシートに草を載せて運ぶ 
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 実施前には「草刈りボランティアの下見と準備の会」を行いますので，ご都合がよろしければ、その場で

仕事内容を確認することもできます。また、スタッフの立候補とは関係なく、「下見と準備の会」に参加し

ていただけたら、ありがたいです。準備作業も結構いっぱいあるのです。 
 

  ■草刈りボランティア 下見と準備の会■ (まだ正式決定ではないので、事務局に問い合わせを!) 

 ・１１月１０日（日）雨天決行 １０時 ロッジ前集合。午前中で終了。 

・内容 キッズのルート作り、草原の区割りのテープはり、ロッジやトイレの清掃、備品等の確認 
 

■草刈りボランティア参加にあたっての注意事項 

・一般参加の皆さんは手刈りのみにしてください。（刈り払い機は主催者がお願いした方のみ） 

・林道への路上駐車は厳禁。（刈り草をゴミ収集車に積み込むので，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」という流れにします。（途中でも作業を時間で打ち切ります） 
 

■ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんを 

 今年も子ども向けのプログラムである「キッズボランティア・ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんを」

を行います。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。乙女の草刈り

には親子連れでご参加ください。 乙女高原裏山の「かなめ」の場所に立っているブナじいさんを応援する

ために、根元に落ち葉のふとんをかけ、ブナじいさんの栄養にしてもらいます。 
 

 “草刈りボランティア 2019” には、駅から往復バスで！  
草刈りボランティアに山梨市駅からの送迎バスを用意します。無料でご利用いただけます。 

■申し込み条件■ 

〇お一人で４人分まで申し込めます。 

〇メールのみの受付です（電話等不可）。 

〇定員２７人。先着順です。 
 

■申込み方法■ 

①「草刈りボランティア無料バス希望」と書いたメールを以下のアドレスにお送りください。 

 otomefc@fruits.jp    乙女高原ファンクラブのサイトからも申込めます(乙女高原←検索) 

※ケイタイ・スマホからのお申し込みの場合、フィルタリングにご注意ください。 

②折り返し、お名前・緊急連絡先等をお尋ねするメールを送りますので、ご返信ください。 

③ご返信いただいたところで申込み完了です 

※３日間返信がなければキャンセルとみなしますので、ご注意ください。 

④後日、バス乗車場所等をお知らせするメールをお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運行するバスのダイヤ■ 

行き 山梨市駅８：００ →乙女高原９：００ 

帰り 乙女高原１４：００→山梨市駅１５：００ 

  ※必ず往復ともご利用ください。 

回 年 参加人数 トピックス 参加費 ちらし キッズ 藁撒き 送迎バス

1 2000 198 町３役(町長・議長・教育長)参加。参加費100円 100円 景観

2 2001 204 村づくりセミナーのキャンプをロッジに泊まり込みで 100円 景観

3 2002 190 食後にブナじいさんへの落ち葉の布団かけ 100円 景観 オプション

4 2003 194 キッズ「ブナじいさんに落ち葉の布団」開始 100円 景観 ブナ

5 2004 221 100円 記念写真 ブナ

6 2005 206 共催が牧丘町から山梨市へ 100円 記念写真 ブナ

7 2006 236 無料 記念写真 草刈り

8 2007 267 草をビニールシートに乗せて運ぶ。宮大工体験。課外授業 無料 記念写真 草刈り

9 2008 218 無料 記念写真 草刈り

10 2009 251 【10周年】10団体に感謝状授与 無料 記念写真 ブナ

11 2010 204 林道脇斜面に藁撒き 無料 記念写真 ブナ 林道脇

12 2011 245 ㈱田丸パッカー車による残土処分場への藁撒き 無料 記念写真 ブナ パッカー車

13 2012 184 刈り払い機使用者限定。路上駐車厳禁。部分事前草刈り 無料 記念写真 ブナ パッカー車

14 2013 182 無料 記念写真 ブナ パッカー車

15 2014 203 無料 記念写真 ブナ パッカー車

16 2015 266 子供用ちらし作成(この回のみ) 無料 記念写真 ブナ パッカー車

17 2016 260 山梨市駅からの無料送迎バス運行 無料 記念写真 ブナ パッカー車 〇

18 2017 44 雪のため延期(初めて延期となった) 無料 記念写真

19 2018 238 無料 記念写真 ブナ パッカー車 〇

20 2019 ？ 【20周年】感謝状授与。記念ステッカー作成 無料 記念写真 ブナ パッカー車 〇

計 4011

乙女高原草刈りボランティアの歴史



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1903 号 2019.９.３０.（通算 73 号） 3 

今年の夏も 乙女高原案内人 夏のボランティアガイド 
 

●７月２７日（土）のガイド  ～案内人の山本義人さんがレポートを書いてくださいました～ 
 

塩平からの林道は閉鎖されているとのネット情報があったので、杣口林道を上っていくと、途中から雨が降り

始め、ロッジに着いた 9時 45 分頃には激しく降るようになりました。そのまま林道を上がってランの花が咲いて

いるのを確認してから、駐車場入口近くの花の写真を撮って振り向くと、井上さんと岡崎さんが立っていました。

井上さんは明日を予定していましたが、二人とも計画していた行事が中止になり、今日くることにしたそうです。

私より先に着いていたようですが雨の様子を見て散策を始め私の車を見つけたとのことでした。二人はそのま

ま林道の先の散策を続け、私はロッジ入口で一応案内人の準備を始しました。 

二人が戻ってくる頃は雨もいったん止んでいたので、入口扉の花の開花情報をアッ

プデートすることにしました。草原コースを歩き、花の開花状況を井上さんに記録して

もらいました。キンバイソウが一番目につきました。今が一番いい時期です。てっぺん

近くに上がったとき、タクシーが数台やってきてロッジ駐車場に入りましたので、私は

ロッジに戻ることにして二人には開花状況調査を続けてもらいました。 

毎日新聞社主催の旅行イベントで、こんな日に 14名もいました。男性は数人で大半

が女性でした。昨年もこの時期企画したが逆走台風の影響で中止になったと言ってました。雨もちょうど止んで

いる時なので、ヨモギ頭まで行ってみるといいと思いました。林道を歩いて行こうとするので、声をかけると、途

中から林に入るというので、森のコースを歩くようにアドバイスしました。井上さんと岡崎さんがヨモギ頭近くで

すれ違ったようでした。12時少し前に戻ってきてから昼食をとらずそのままタクシーに乗って帰っていきました。

帰りがけにピンクのタチフウロを見れてよかったとの声がありました。タクシーの運転手に桃を調達したいとお

願いしてました。塩山駅からのタクシーで、こんな日は他のお客はいないからと戻ってくるまで待っていてくれ

たようです。 

私が乙女高原に着く前から草原駐車場に大きなキャンピングカーが止まっていました。八王子からの 5人のグ

ループでトイレを使いに来られたので、声をかけると駐車場で一泊する予定だと言ってました。トイレを済ませる

と、少し草原を散策して車まで戻ると言って歩いていきました。 

井上さんと岡崎さんが戻ってこられたのは 1時少し前でした。雨もまた激しく降るようになっていました。ボー

ドの開花情報をアップデートしてロッジ入り口の土間でお弁当を食べました。休憩しているうちに雨も上がり、3

人でもう一度散策しました。草原コースから森のコースそして草原駐車場から車道を歩き、ヒメジョオンの除去作

業もしました。車道わきのフェンス際は残ってしまっていますが。帰ったのは 3時を回ってからです。 

 

●８月１０日（土）のガイド  ～案内人の井上敬子さんがレポートを書いてくださいました～ 
 

今日、乙女高原に行って来ました。鈴木さんが来ていました。鈴木さんが午前中に案内人活動をしてくれまし

たので、私はマルハナバチのラインセンサスをしました。その結果は「トラ５、オオ６、ミヤマ２８ 合計３９頭」でし

た。晴れていたのですが、気温は２４℃、日なたはもっと暑かったかな。花はアザミがやや少なく、クガイソウは

終盤、ヒメトラノオは咲いていますが、まだ開いてないものもあり、ヤマハギが咲きだしたという状況で、やっぱ

りトラやオオが少ないように感じました。なお、今年は花が遅れていますが、チダケサシとワレモコウが群生して

海のようになった場所ができています。オミナエシやシモツケソウもたくさん咲き始めています。また、マツムシ

ソウやシラヤマギク、ヤナギランなども咲き始めました。ヤナギランを見に来たという方は、咲き始めを 1本見つ

けただけと残念がっていましたが、多くのお客さん方は、花がたくさん咲いているのを喜んでいました。そして、

涼しい日陰で涼んでいました。 

午後、荒川林道のツリフネソウが咲いているところを見たら、トラが何頭かいました。好みの花がある所に行っ

ているのでしょうか？ 鈴木さんは午後、用事があるということで帰りました。神奈川からきたという 6人のグ

ループ、小楢山に登って来たという 3人のグループに、花のパンフレットを渡し、少し話をしました。 

お客さんも来ないので、2時半頃に店じまいをして、森のコース、林道を歩いてみました。遊歩道の草刈りをど

なたかしてくれたようです。荒川林道で白いツリフネソウを 1輪見つけました。ブナじいさんの下のレンゲショウ

マが咲き始めていました。まだつぼみの方が多いですが、株数は減ってしまったような・・・。シカの食害かな。 

途中の頭を折られてしまったオオウバユリの近くにもう 1本咲いていました。花が１０個以上ついているので、や

はりオオウバユリかと思います。オオウバユリにもトラが来ていました。林道の法面上にはキリンソウが群生して

真っ黄色でした。 

それから今日は草原のオオバギボウシを数えてみました。81本ありました（花、つぼみなど）。ちなみに、昨年

８/５の記録は 23本でした。確実に増えてきていてすばらしいですね。 
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１７年目のマルハナバチ調べ隊 
  

●８月 3日（土）～盛夏編  ～井上敬子さんがレポートを書いてくださいました～ 
 

今日のマルハナバチ調べは 7名の参加でした。残念ながら子どもたちは来ませんでした。 

午前中、ラインセンサス調査をしました。下は晴れていたのに、乙女高原は雲の中。曇っていて、気温も２４℃と

涼しかったです。そのせいかアブはたくさんいるのですが、マルハナバチがいないなと思っていたら、少しずつ

出て来てくれました。いつものコースを 1時間くらいかけて歩いて、結果は「トラ２ オオ６ ミヤマ３７ 合計４５

頭」でした。トラの姿がほとんどなく、ミヤマばかりでした。どうしたことでしょう。天候不順のせいでしょうか。花

もいまひとつ多くありませんでした。ミヤマはノアザミ、ノハラアザミ、クガイソウに来ていました。オオはキン

バイソウ、トラはノハラアザミとオオバギボウシに来ていました。 

11時過ぎにロッジ前に戻ってきたら、雨がぽつぽつし始めたので、ロッジの中で昼食にして、12時 15分から待

ちぶせ調査をしようと話していたのですが、雨がけっこう強くなり、止む気配がないので、午後の調査は中止と

しました。ここで、３名の方は帰りました。 

１時半過ぎになってようやく雨がやんだので、残っていた 4名は草原で花の観察をしました。そのうち晴れ間

も見えだし、マルハナバチも飛び始めましたが、待ちぶせ調査はしませんでした。 

昼食時に渡辺さんと角田さんご夫妻が来て、レンゲショウマを見に来たが、花は 1つしか咲いておらず、蕾も

少しはあるが、シカの食害で減っているという話をしていました。雨の中を芳賀さんたちが確認に行ったら、つ

ぼみはたくさんあるということでした。これから咲くと思います。 

 

●９月７日（土）～初秋編   
 

今年最後のマルハナバチ調べ隊は 9月 7日でした。昨日の笛川小

自然観察に引き続き、とてもいい天気に恵まれました。今日は近隣の

中学校のほとんどで学園祭が行われるし、マスコミにも告知依頼をし

ていないので、参加者があるのかなあと心配しながら乙女高原に行

きました。途中、林道の要所要所に「台風がくるので、今日の午後 3 時

に林道閉鎖する」旨の看板があり、なおさら心配になりました。早めに

終わらなければと思いました。 

ふたを開けてみたら、17 名もの参加者がありました。たくさんの子

どもも参加してくれて、楽しい会になりました。スタッフは芳賀月子さ

んとウエハラでした。今日の時間設定やトイレ・休憩場所等の施設の案

内をした後、いつものように紙芝居によるマルハナバチの紹介から始

めました。「マルハナバチの一年」の紙芝居は、小学生のさきちゃんに

やってもらいました。 

10時半からラインセンサスを開始。1時間かけて歩き、51頭のマルハ

ナバチがカウントできました。内訳はミー29、トラ 9、オオ 13 です。マル

ハナバチが訪れていた花は全部で 10種類。ベスト3 は、ノハラアザミ

14、タチフウロ 12、タムラソウ 10です。ちなみに、今年の 6月 30日は 9

（ミー1,トラ 6,コー2。いずれもアヤメ）、8 月 3日は 45（ミー37,トラ 2,

オオ 6）でした。 

お弁当を食べた後は、待ち伏せ調査です。一人一人が待ち伏せする

花を決め、その花の前で 15 分間待ち伏せし、訪れたマルハナバチの種類と行動 (蜜を吸う、花粉を集める) を

記録します。これを 1ラウンドとし、2ラウンド行います。結果を集計するのですが、比較できるように 1時間当たり

の頭数に換算します。たとえば、タムラソウを二人が 15 分ずつ待ち伏せしたとすると、合計待ち伏せ時間は 30

分になります。1時間当たりに換算するには頭数を 2倍すればいい・・・といった具合です。結果、マルハナバチに

人気があった花は・・・・タムラソウ(1時間当たり)56 頭、ノハラアザミ 38 頭、マルバダケブキ 26頭でした。 

それらの調査結果を共有し、マルハナバチ調べ隊でのデータがシカ柵設置につながったことを説明し、本日

のマルハナバチ調べを終了しました。2 時前でした。 

 

●８月１８日（日）～番外編  ～井上敬子さんがレポートを書いてくださいました～ 
 

8 月 18 日、避暑と観察を兼ねて、乙女高原に行きました。8 月 3日のマルハナバチ調べの時、トラマルハナバ
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チがとても少なかった(2頭)ので、気になって翌週の案内人活動のときも、ラインセンサス調査をしてみました。

そのときはトラの数は少しは増えていた(5 頭)もののそれほど多くはありませんでした。でも林道のツリフネソ

ウやオオウバユリにトラが来ているのを見て、草原にはあまりいなくても他の場所で気に入った花の所に行って

いることがわかりました。そうは言っても草原のことも気にかかり、花が増えると思われるお盆過ぎに、また調

べてみました。 

下界の予想最高気温は３５℃、でも乙女高原の温度計は２２℃ととても涼しいです。天気は薄曇り、到着が昼近

くになってしまったので、早速、マルハナバチのラインセンサス調査を開始しました。1時間くらいかけていつも

のコースを回りました。ヒメトラノオ、オミナエシ、ノハラアザミ、ワレモコウ、タチフウロ、コオニユリ、ヨツバヒヨド

リ、ヤマハギなど満開で、緑の草原の中、色とりどりの花々がきれいです。ススキは穂を出し始め、ツリガネニンジ

ン、シラヤマギク、キオンなども咲き始めて、秋の気配も感じました。 

草原は花盛りで、嬉しいことにマルハナバチもたくさんいました。記録するのが追い付かないほどです。結果

はトラマルハナバチ２３頭、オオマルハナバチ４７頭、ミヤママルハナバチ２５頭、なんと合計９５頭という、私の数

年の調査史上の最高記録でした。見逃したものもあるので、１００頭は越えていたかもしれません。ほとんどのハ

チが花粉団子を付けて、懸命に働いていました。中には薄紫色の花粉団子を付けていたハチもいて、何の花粉

をつけてきたのだろうと思うものもいました。 

たくさん来ていた花は、ヤマハギ（トラ４、オオ６、ミヤマ１５）、ノハラアザミ（トラ１７、オオ２、ミヤマ１）、アキカラ

マツ（オオ１３）、ヒメトラノオ（オオ１０、ミヤマ１）、タチフウロ（オオ７、ミヤマ２）などでした。それぞれのハチの傾向

がなんとなくわかります。アキカラマツに何頭ものオオマルハナバチが来ていて、普通の羽音より高い音を立て

ていました。以前、植原さんから聞いてはいたのですが、実際に聞いたのは初めてでした。これはバズ・ポリネー

ションと言うそうです。なぜなのか不思議です。 

アゲハは羽をコオニユリの花粉でしょうか、赤く染めて何頭も飛んで

いました。ヒョウモンチョウやセセリチョウの仲間もたくさんいました。調

査してロッジ前に戻ってくると、偶然にも植原さんがいました。昼食を食

べながら、報告などをして、午後は森のコースを歩いてみました。木陰

のヨツバヒヨドリにはたくさんアサギマダラがとまっていました。午前中

に見たものも合わせて３０頭くらいはいました。前週はあまり見かけな

かったのですが、こちらも花の時期に合わせて出てきたのでしょうか。

林の中でフシグロセンノウが鮮やかなオレンジ色に咲いていました。展

望台まで行くと雷が鳴り、雨もポツポツし始めたので、急いで草原を下

りました。ロッジまで戻って、車に避難しましたが、雨は強くなって、あたりも薄暗くなってきたので、帰ることにし

ました。たくさんのマルハナバチがいて、毎週調べたご褒美をもらったような気持ちです。やはり、草原にたくさ

んの花が咲いているから、ハチもたくさんいてくれるのでしょう。鹿柵や草刈りなど、人の手助けも役立ってこと

も改めて感じました。 
 

【解説】マルハナバチ調べ隊を始めて、もう１７年になりますが、ようやくちょっぴりですが、調べ隊の目的が果たせた

感じです。調べ隊の目的は「年に３回マルハナバチの調査をすること」（だけ）ではなかったのです。「マルハナバチ

調べ隊に参加することで調査方法をマスターしてもらい、参加者個人が自分の都合に合わせてマルハナバチ調査

を行う。そうすることにより、年３回だけでなく、もっとずっときめ細かいマルハナバチのデータを得る」ということです。

今回、井上さんが個人的に調査してくださったことで、例年よりもきめ細かいデータを得ることができました。井上さん、

ありがとうございました。（うえはら） 
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笛川小５年生の自然観察学習を支援 
 

乙女高原に一番近い小学校である笛川小学校から乙女高原自然観察指導の依頼がありました。地元の子ど

もたちに、乙女高原の魅力や大切さを直接伝えられる、とてもいいチャンスです。二つ返事でお引き受けするこ

とにしました。(じつは笛川小学校は乙女高原の学習に取り組んでいることが評価されて、環境大臣より平成 30

年度環境保全功労者表彰を授賞しています) 

  とはいえ、焼山峠まではバスで行けても、その先の林道は大型車は通行できませんので、歩いて乙女高原ま

で行かなくてはなりません。2 週間前の土曜日に下見し、林道に平行している遊歩道を歩いて、安全に乙女高原

まで歩けることを確認し、乙女高原で行うプログラム案を作成しました。1週間前の土曜日には担当する三枝か

めよさん、芳賀月子さん、ウエハラの 3人で現地で下見兼打ち合わ

せをしました。 

さて、当日は抜けるような青空でした。こんな青空、本当に久し

ぶりです。途中、林道に枯れ葉などが溜まっているところがありま

した。大雨が降った証拠です。試しに遊歩道を歩いてみましたが、

草露がいっぱい。これでは子どもたちがびしょびしょになってしま

うので、歩くルートを修正することにしました。8:20に乙女高原で

三枝さん・芳賀さんと合流し、資料をお渡ししたり、打ち合わせをし

たりして、芳賀さんの車で焼山峠に向かいました。 

焼山峠で笛川小学校のスクールバスを待ちました。来ました来ま

した。5 年生 31人と引率の先生方、ボランティアで参加しているお

母さん方です。降りて、トイレに行っている子たちを待っている間、

ユウガギクから飛んできたハナアブが大人気になりました。という

のも、ハナアブが手に止まった子がいて、アブがなにもしないこと

がわかると、ぼくもわたしもと、たくさんの子があの小さなアブに

集まってきたのです。今日 1日が楽しい日になる予感がしました。 

ここで簡単な始めの会をし、乙女高原に向かって歩き始めました。

三枝さんにはトランシーバーを持ってもらい、連絡を取りながら歩き

ました。また、このトランシーバーを使うと、ウエハラの声が後ろに

いる子どもたちにも聞こえます。どうしても列が長くなってしまう

時には、トランシーバーが重宝するのです。芳賀さんには車で少し

遅れて来てもらいました。緊急時に備えたのです。子どもたちはし

っかり事前学習をしてきたのでしょう。「あ、ノハラアザミの花だ」など、花の名前をどんどん言い当てていて、感

心しました。途中、トランシーバーを使って「階段の木のところはすべりやすいので、踏まないように」といった注

意や、「右側の斜面には石がごろごろいっぱいありますね。なぜでしょう」といったインタープリテーションをし

ながら歩いて行きました。草露がいっぱいだったので、遊歩道はあまり使わず、アスファルト舗装の林道を中心に

歩きました。 

乙女高原に着いたら、小休止。リュックサックはロッジの中に置いておくように指示し体験バッグ(バインダー)

と水筒のみ持って乙女高原の探索に出かけることにしました。探索は、2つの班に分けて行いました。ひとつは、

マルハナバチ調べ隊のプログラムをそのまま体験してもらう「マルハナバチ班」、もうひとつは、森の観方を伝

える「森と仲良くなろう班」。前者は三枝さんと芳賀さんに担当してもらい、後者はウエハラが受け持ちました。

森班の方が少し人数が少なかったかな。 
 

ここからは自分が担当した森班のレポートをします。まず、子どもたちと一緒にロッジの前庭からすぐ前の森

を見ます。「今日は森と仲良くなる近道を教えるね。この森にはいろいろな種類の木が生えているけれど、一番

多く生えている木はどれ?」これには子どもたち、すぐに反応しました。「白い木」。白い木はそれだけでも目立ち

ますが、確かにたくさん生えていて、他を圧倒しています。「白い木が多そうだよね。では、実際に森の中を歩い

て確かめてみます」と森の端から端まで遊歩道を歩いて確かめました。一番多い木は、やはりこの白い木です。

「一番多い木はこの白い木でいいね? 一番多いということは、この森の代表選手ってことです。この土地に一

番合っているから一番多いんです。森と仲良くなる近道その一・・・は、その森に一番多く生えている木を見つけ、

その木、代表選手と仲良くなることです」 「この木はシラカバというんだけど、この木と仲良くなりましょう。幹

に触ってみたり、葉っぱに触ってみたり、幹にほっぺたをつけてもいいよ」 
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葉っぱに触った子が「表はザラザラで、裏はツルツル。形はハー

ト形だからハートザラツルだ」と表現しました。おもしろいですね。

幹にほっぺたをつけるのを始めのうちは躊躇していましたが、ウ

エハラが「ひんやりして、すべすべしてて、気持ちいいんだよ」と

そそのかしたら、すぐに乗ってきてくれました。ある子が幹を触っ

ていて、トゲ・ささくれみたいになっているところを引っ張ったら、

皮が剥げてしまいました。紙みたいにも見えます。「これにラブレ

ターを書いたら?」と提案しておきました。剥がした跡を触ってみる

と、手に白い粉が付きました。シラカバにシロコナというあだ名が

付きました。 

シラカバと十分仲よくなれたので、森の中に戻りながら、2番目

に多い木を探しました。シラカバの次に多いのはミズナラということで意見が一致。シラカバと同じようにミズ

ナラとも十分仲よくなってもらいました。ミズナラの葉は「ギザスベ」だそうです。「仲よくなれたかどうか、すぐ

にテストするからね」 

テストはゲーム方式で行います。男子チームと女子チームに分かれてもらい、それぞれ 14枚ずつの木の葉カ

ードを渡しました。男の子にはシラカバカード、女の子にはミズナラカードです。それぞれのチームでそれぞれの

木の赤ちゃんを 3分間で探してもらいました。女の子たちはどんどん見つけてきますが、男の子たちはさっぱり。

どんどん遠くに行ってしまうので「森の中で探してよ」と大声で指示する始末。結果、女の子はパーフェクト。男

の子は 0。「これかな?」とカードを付けたのはドロノキの若木でした。男の子たちには申し訳ないのですが、こう

なることは始めから分かっていました。シラカバの森の中でシラカバの赤ちゃんは見つかりませんが、ミズナラ

の赤ちゃんは見つかるのです。つまり、今後、シラカバの森は続きません。ミズナラの森に換わっていくのです。 

森と仲よくなる近道の第二は、「その森にたくさんある木」の赤ちゃんが見つかるかどうか観察することです。

見つかれば、その木の森は続きますし、見つからなかったら、その木の森は続かないということです。自然観察

っておもしろいですね、今の自然を観察すれば、未来の自然の姿が見えてくるんですよ。「シラカバの森は続か

ないことはわかりましたが、かといってこのシラカバだって、始めは赤ちゃんでした。では、シラカバの赤ちゃん

はどこにいるのでしょうか? 探しながら歩いてくださいね」そう言って、その場から出発しました。 

森のコースの途中にウラジロモミの若木がいっぱいあるところがありますよね。そこで止まりました。「この木、

知ってる?」「松みたいだけど」「いい線だね。この木は 12月によく使われるんだけど・・・」「クリスマス?」「モミの

木?」「そう、モミの木。葉っぱを裏返してごらん。裏が白いでしょ。だから、ウラジロモミ。ここにはウラジロモミの

子どもがいっぱいいるよね。では、この木たちのお母さんはどこにいるでしょうか」 ウラジロモミの大木を見つ

けてもらいました。ウラジロモミがある森にウラジロモミの子どもがいっぱいいるということは、ウラジロモミの

森は続くということです。しかも、じつは昨年の今頃の台風の強風で、お母さんの木の上が折れてしまい、日当

たりがよくなってしまいました。「モミの子どもたちは暗い中でも我慢して少しずつ大きくなってきたけれど、こ

んなふうにチャンスに恵まれると、大きく生長していくんだよ。みんなはちょうどその様子を見ているところで

す」『森と仲よくなる近道』の応用です。 

坂道を登って、ブナじいさんのところまで来ました。ここで、「なんでこの木だけ伐られないで残されたのか?」

の話や、草刈りボランティアの時、「ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんをかけてあげる・キッズボランティア」

をしている話をして、戻ってきました。今年は雨が多いせいか、たくさんのキノコが見つかり、子どもたちは興味

津々でした。もっとも、ふた言目には「これ毒?」「これ食べられる?」でしたが・・・。 

ゲレンデのてっぺんでは、今から 57年前の写真(スキー場の写真)と今の様子を見比べ、今は森になっている

ロッジ周辺も昔はゲレンデだったことを確認しました。草刈りしないと、森に代わっていくのです。 

草原の中を下りながらシラカバの赤ちゃんを探しました。そしたら、草原の中に見つかりました。そうなんです。

シラカバは生長するために多くの日光を必要とするので、森の中では大きくなれず、草原の中で大きくなって

いくのです。「だから、草刈りして、木のあかちゃんを刈らないと、草原が森になっちゃうわけです」「今、シラカバ

の森になっているところも、シラカバがまだ赤ちゃんだったころは草原

だったわけ」という説明をしました。今の自然を観察しながら、過去の様

子が見えてくる・・・やっぱり自然観察、すごいです。「森班」といいながら

も、途中、たくさんのマルハナバチとも出会うことができました。 

「マルハナバチ班」と合流し、ロッジの庭でお弁当を食べました。そし

て、帰路につきました。往路の変更で観察できなかった谷地坊主や炭焼

きがまを見ながら。途中、足を痛めた子がいたので、少々遅れましたが、

無事、全員が焼山峠に到着し、ここからスクールバスで帰っていきまし

た。 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM422 号まで掲載済 
 

 

●本文でもご紹介しましたが、11月 23日は乙女高原草刈りボランティア２０周年です。参加された全員に

記念になるようなものをお渡ししたいと準備中。山梨市駅からの往復無料バスも用意しています。ぜひ大

勢の方に参加していただきたいと思います。 
 

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】 〒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。 


