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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７５１人（２０２１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 79 号) 2021.4.1. 

乙女高原が好き！2101 号 
 

乙女高原高原ファンクラブ設立２０周年!!! 
   

２０２１年４月に乙女高原ファンクラブは設立２０周年を迎えます。２０００年、乙女高原のファンを広

く集め、乙女高原の自然保全行動を行っていくための団体を立ち上げようと、１５人の有志が話し合いを重

ねました。そして、２００１年４月２２日に設立総会が行われ、「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、人と自然とのかかわりを育む」を目的にファンクラブの活動がスタートしました。 

２０年という長い期間の中で、さまざまな活動が行われてきました。最も規模の大きな活動は、設立１年

前から始めた草原を守るための草刈りボランティアです。この活動は県、市も共催で昨年まで一度も途切れ

ることなく（昨年はコロナ禍のため、イベントとしては中止、有志で実施）、多い年には３００人近いボラ

ンティアが参加してくださいました。草刈りだけでなく、キッズボランティアとしてブナ爺さんへの落葉の

ふとんかけ、豚汁づくり、ビニールシートで刈り草運び、残土処分場への「藁撒き」など、次々に新しいア

イデアが出てきて、より進化してきました。これも多くの方が関わっているからだと思います。 

この他にも、遊歩道づくり、乙女高原フォーラム、案内人養成講座と案内人によるボランティアガイド、

スミレや谷地坊主などの観察会、マルハナバチやアサギマダラ調べ隊、自然観察交流会、フィールドガイド

作成、さまざまな調査活動など。ほんとうにたくさんの活動が行われてきました。 

２０年の間にはいろいろな変化もありました。２０年前は花がいっぱいだった草原が、シカの食害によっ

て花が少なくなってしまい、それに伴ってマルハナバチが激減しました。２００２年から続けられているマ

ルハナバチ調べ隊。長年にわたって調べてきた具体的な頭数変化のデータが、２０１５年の総延長１ｋｍの

立派なシカ柵設置につながりました。そしてシカ柵内では花が復活してきています。また、谷地坊主が山梨

市の天然記念物に指定され、大切に守るべきものに加わりました。しかし、活動の拠点ともなっていたグリ

ーンロッジが閉館になってしまったり、活動への子どもたちの参加が少なくなってきたり、案内人の高齢化

や世代交代が進まないなどの問題もあります。これらの課題を解決する知恵を皆さんからいただきたいと思

っています。 

このように長きにわたって、乙女高原を守る活動をしてこれたのは、今までに世話人として運営に関わっ

てくださった方々や７００人を超えるファンクラブ会員の皆様、山梨市・山梨県の担当者の方々、活動を支

えて下さった方々、活動に参加して下さった多くの皆様のおかげです。乙女高原を未来の子どもたちに伝え

ていくために、ファンクラブの活動がさらにこの先、１０年、２０年と続いていくように、皆さまのご支援、

ご協力をお願いいたします。特に若い力に期待したいです。 

 

＊＊＊ ２０周年展 開催 ＊＊＊ 
 

乙女高原ファンクラブ２０周年を記念して、この２０年

の活動を振り返る展示会を「街の駅やまなし」で３月１２

日から１６日まで、山梨市民会館で１７日から２７日まで

行いました。 

 展示ならびに撤収作業はどれも芳賀さん、角田さん夫妻、

三枝さん、植原さんで行いました。街の駅・多目的スペー

スに多数の展示ボードを職員の飯島さんが事前に用意して

くださいました。乙女高原の展示物は、縦 90cm・横 60cm

の発泡スチロール製パネル単位に作って、1枚の展示ボー

ドに 2枚のパネルを掲示しました。ダブルクリップでパネ

ルをはさみ、それをフックに掛ければ出来上がり、簡単で

す。さらに、展示ボードの前に長机を置きました。展示ボ
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ードが倒れるのを防ぐとともに、机の上という新たな展示スペースを生みました。ここにはスミレの花のカ

ードやコケのカードを並べました。展示ボードを部屋の東・南・西にそれぞれ 3枚ずつ計 9枚設置しました。

さらに、スペースの中央には長机を 2つずつくっつけて並べ、その上には乙女高原の地形立体模型や「ご自

由にお持ちください」資料を並べました。全体的に、とてもステキな空間になりました。 

 翌１２日からいよいよ展示会のスタートです。期間中、いろいろな方が受付係をしてくださいました。特

に小学生の頃からお母さんと一緒に乙女高原の活動に参加してくれた高校生の長田さん。彼女は２日間も受

付係をしてくれました。受付では観覧者にお名前のカードを書いていただいたり(万が一コロナ感染が起き

た時、連絡できるよう)、定期的に会場の消毒をしたりました。 

展示ボードにはファンクラブ２０年のあゆみ（年表や懐かしい写真）、草刈りボランティアコーナー、新

聞記事に載った乙女高原、ファンクラブと乙女高原の１年間、乙女高原の花々などが展示されています。長

机には乙女高原に咲く３０種類のスミレ、乙女高原で見られるコケの写真などが展示されました。 

 展示物を懐かしそうに見て、その当時の様子を振り返っている方、当時の写真を見て「若かっ

たねえ」と声をあげる人、それもそのはず、２０年も前の写真もあるのですから…。また乙女高

原の自然や活動は多くの新聞にも取り上げられてきました。これらの新聞記事は数十に及び、そ

のときどきの活動の様子を振り返ることができます。この新聞記事を熱心に見ている方、花の写

真やスミレの写真などに見いっている方もいらっしゃいました。 

 ５日間の開催中、８７人の方が観覧にきてくださいました。コロナ禍の中、ありがたいことで

す。１６日夕方に撤去作業をして、そのまま山梨市民会館へ運び、展示作業をしました。 
 

新しい世話人が決まりました!! 
～2020年度総会～ 

 

3月１４日(日)、２０周年展が行われている

会場「街の駅やまなし」で総会が行われまし

た。コロナ禍でもあり、密にならないように

間隔をとり、換気もしながら、マスク着用で

行われました。司会を芳賀さん、写真記録を

雨宮さんが行ってくださいました。出席者は

１４人、委任状による参加者は１３０人でし

た。古屋代表世話人の代わりに三枝代表世話

人が挨拶されました。この中でファンクラブ

立ち上げメンバーのお一人の竹居小夜子さん

ご逝去の報告がありました。謹んでご冥福を

お祈りいたします。 

その後、三枝代表世話人の議長により議事が進行されました。

２０２０年度の活動報告、収支決算報告が事務局の植原さんから

されました。昨年度はコロナ禍のため、これまで一度も中止され

ることのなかった草刈りイベントやフォーラムなどの大きな行

事が中止になってしまいましたが、乙女高原を守っていくために、

有志による活動もありました。また、活動が中止になったため、

決算報告では残高が多くなりました。一昨年の支出は約８１万円、

その前は５８万円でしたが、今年度の支出は約２５万円でした。

残金は次年度に繰り越すとの報告がされました。会計監査報告は監査役(駒田さん,奥山さん)を代表して駒

田さんから行っていただきました。どちらも承認されました。続いて、２０２１年度活動計画案、２０２１

年度収支予算案が植原さんから提案され、こちらも承認されました。まだコロナ禍の中ですが、今年こそ計

画通りに活動ができることを願っています。 

世話人の改任では、第１１期(２０２１～２２年度)世話人に三枝さんはじめ９人が立候補し、承認されま

した。新世話人の互選で、代表世話人に三枝さん、角田さん、植原さん（事務局）が就任しました。一応、

ここで２年間の世話人が決まりましたが、世話人には年度途中でも立候補できます。「乙女高原の自然を次

の世代に」引き継ぐために、ぜひ皆さんのお力をお貸しください。任期は２０２２年３月までです。立候補

していただける方は事務局までご連絡ください。 
 

第 11 期世話人(敬称略) 

三枝かめよ★ 角田 敏幸★ 

植原  彰★(★は代表世話人) 

雨宮 浦助  井上 敬子 

小林  茂  芳賀 月子 

古屋 保男  村田  浩 

武井  實 
(総会後に立候補。世話人会で承認予定 ) 
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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。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も乙女高原でスミレざんまいの日々を！ 
第 11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 11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３1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。 
 

① 5月 16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。 
 

② 5月 2３日（日）集合 9：30乙女高原グリーンロッジ ～15：00 

 乙女高原とその周辺でスミレを観察します。 
 

③ 6月 5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。 
 

 

●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。2020年度。 

 

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、マックスバリュ東海様(黄色いレシートキャンペーン) 

 
 

 

●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。 2020年3月～2021年3月 

 

宇田川文明様，奥野栄造様，佐藤  満様，桑原宣子様，小澤  誠様，米村雅範様，宅間  仁様， 

雨宮  寛様，佃  和夫様，浅井聡司様，秋元由喜子様，向山光雄様，尾曲夏楠様，岡村愛子様 , 

辻万里奈様，青木隆明様，伏見  勝様，飯島早苗様，和田安雄様，三枝かめよ様，小林  茂様， 

芳賀月子様・山梨技建様，池田真人様，鈴木  勲様，和田安雄様，柿崎洋子様，高島健次様 , 

永原章二様，中川昌昭様，長濱義隆様，株式会社タカギ様，後藤臣彦様，藤井久子様，植原  彰様 , 

計良和子様，田草川恒子様，内藤邦雄様，坂本 浩様，古屋明子様，生山鈴子様，矢崎葉月様， 

菊地猛三様，齋藤泰昭様，恩田利明様，伊東祥子様，大嶽ひろ美様，小口勝子様，渡邉慶孝様， 

名執真理子様・義高様，森健太郎様，北  直行様，鈴木辰三様，橋爪強策様，野沢小春様， 

樋口多聞様，栗田満子様，小林美珠様，川添寿子様，小澤誠様，武井京子様，大嶽ひろ美様， 

長田光花様，井上敬子様，渡辺和男様，角田敏幸様，芳賀月子様，三枝健一様，三枝かめよ様  

塚田敏夫様，原  澄様，宇田川文明様，降矢尚子様，吉田敏夫様・千代子様  

 
今年度も基本毎月第一土曜日の「乙女高原自然観察交流会」を開催します。詳しくはホームページで。 

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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・乙女高原自然観察交流会の記録・ 
 

1月 9日 氷華・湿地の氷・霜柱…氷三昧 
 

 1月の観察交流会は 9日に行われました。参加者は 4名。１都３県にはコロナ感染拡大で緊急事態宣言が発令さ

れましたが、感染に注意してマスクをして、各自の車で乙女高原へ向かいました。林道には雪は全くありません。 

  途中、通称カエル池に立ち寄りました。例年なら氷が張っている池には水

が全くありません。（夏になぜかボーリングをしていた影響か？）春のヤマア

カガエルの産卵が心配です。このままでは産卵はできないでしょう。道の反

対側の斜面に何かの毛が大量に散らばっているのを植原さんが見つけまし

た。シカの毛とは少し違うようです。植原さんが採集しましたが、何でしょうか。

ホオジロが数羽、樹上にいましたが、飛んで行ってしまいました。 

  次にサワラ林の所で観察。カメバヒキオコシに氷華が残っていました。12

月 20日に比べると小さくなっていましたが、花のようなものなど可愛いものが

たくさんありました。法面の笹の葉にはクスサンの繭「スカシダワラ」がついて

いました。またムラサキシキブの実がまだ少し残っていました。その根元の土

が湿っていて、水脈があるのではないかと思いました。苔むしたサワラ林の

古木の幹はねじれたり枝分かれしたりして、改めてこの森の歴史を感じさせ

ます。 

  焼山峠では湿地はすっかり凍りついていて、氷の上が歩けます。ミズゴケ

は白っぽい黄緑色できれい。カラマツにサルオガセがぶら下がっているのが

目立ちました。アケボノソウのドライフラワーや根生葉がありました。そして、

小楢山林道を歩いてみました。途中、霜柱が 10段以上にも成長して３０ｃｍ

くらいになっているものもありました。いろいろな植物のドライフラワーも目に

つきます。ハナイカリ、ヤマホタルブクロ、ヤマハハコ、イタドリ、トモエソウ、ノ

コンギクなど。イケマの綿毛の種もぶら下がっていました。斜面にカメバヒキオコシの氷華がいくつか見られました。

林道から見える金峰山や手前の山々には雪がついて、寒々しい感じです。雲が出てきて、太陽を隠してしまうと、風

が冷たく痛いよう。寒すぎて観察する意欲がなくなりそうな感じでした。 

  乙女高原のロッジ前に到着したのはもう昼近く。看板裏の温度計を見ると－７℃、百葉箱を覗いてみると－９℃。

あまりの寒さに各自、車の中で昼食をとりました。 

  昼食後、草原内の観察です。12月 20日にボール状の巣（カヤネズミの巣？）を見つけた刈り残しのススキを確認。

巣のあった位置は植原さんがメジャーで測ってみると、地上７０㎝でした。その後、ドライフラワーの確認をしながら、

普段は歩かない斜面を登っていくと、雪が少しありました。数日前に少し降ったようですが、草原全体には雪はなく、

枯草色でした。 

  展望台では富士山が見えましたが、山頂は雲の中でした。ススキの中にカヤネズミの巣がないか探しましたが見

つかりません。冬芽など観察しながら、ツツジのコースに下りました。雲の流れが速く、太陽はかくれたり、また出たり

という中、彩雲を見ることができました。きれいでした。  

  強い寒気団に覆われて、日本海側には豪雪が降ったこの日、とにかく寒さがきびしく、草原をひとまわりしてくると、

冷えきってしまい、いつもより早い 2時過ぎには高原を後にしました。お日様のありがたさを感じた一日。寒かったけ

れど、楽しかったです。  (レポート 井上敬子さん) 

 

 スミレと同じようにキジムシロの仲間にもタネをアリに運んでもらうための付属体（エライオソーム）があるとの情報が

あり、焼山林道の氷華を見に行くついでに、道路脇にあったミツモトソウのタネにエライオソームがあるのか確認出来

たらいいなと思っていました。ドライフラワーの中にタネが残っていたものが見つかり、確認したところエライオソーム

はありませんでした。 

 家に戻ってネットで検索したら、キジムシロとミツバツチグリには確かにエライオソームがありますが、ミツモトソウに

はついていないとありました。キジムシロの仲間でもヘビイチゴは小動物に食べてもらえるよう果肉を提供しているこ

とから、同じ仲間でもタネ散布の戦略がそれぞれ異なるようです。エライオソームをつけるキジムシロとミツバツチグリ

はスミレ同様に早春の花で、茎高が低く地表近くに咲きますが、ミツモトソウの花期は遅く真夏から初秋にかけて、茎

高が 50～100ｃｍと地表から高い位置に咲いています。アリの活動時期の違いなのかアリに運んでもらえなくても遠

い所に落ちるようにしているのでしょうか。 

では、春先に咲くツルキンバイやイワキンバイなど他の仲間たちはキジムシロやミツバツチグリ同様にエライオソー

ムがあるのかどうか？…今年の観察テーマにしています。 (レポート 山本義人さん) 
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2月 6日 ドライフラワーと冬芽たち 
 

 前日までの強風も収まり、寒さも和らいだよく晴れた日和でした。植原さんが参加できないということでしたが、初め

ての方がお二人いたので参加者は 5人でした。お二人は相談して一緒に参加されたのではなかったものの、お互

い別の場所でお会いしたことがあった方どうしでした。 

 先月同様にカエル池とサワラ天然林に立ち寄ってみました。カエル池にやはり水はなかったものの、少しだけです

が薄い氷があったので、水気はあるようなのですが、溜まるほどになるのか心配です。このままだとカエルも別の産

卵地を探して移動してしまうのでしょうか。見つけられればいいのですが。サワラ天然林のカメバヒキオコシの氷華も

小さなものがまだありました。沢の水は凍ってなくて流れていました。 

 柳平までの林道には雪はありませんでしたが、ゲートから先トンネルを抜けて橋を渡ると、その先は路面に残った

雪が凍っていました。今回は焼山峠での観察をパスして、まずは乙女高原まで行ってしまうことにしたので、いつも

だと乙女高原に着くのがお昼時で、昼食をとってからの観察になりますが、この日着いたのはまだ 10時半だったの

で、観察して戻ってから昼食をとることにしました。 

 草原は雪の解けてしまった場所もありましたが、大方は残っていて

25cmほどの場所もありました。雲一つなく風もなく雪の上を歩いていくと

厚着をしているので暑さを感じるほどでした。ゴマナやキオン、チダケサ

シ、キリンソウ、アキノキリンソウなどのドライフラワーや、レンゲツツジや

オオカメノキ、ツノハシバミなどの冬芽を観察しながら富士山展望地へと

上りました。動物の足跡が少なく、残っていてもはっきりとしてないので

何の動物かわかりません。ウサギの足跡が見られませんでした。雪の積

もった後寒くて出歩かなかったのでしょうか。いつもだと小鳥をたくさん

見かけますが見かけません。展望地からは富士山がよく見えました。南

斜面となる草地の雪は解けてしまっていました。ヨモギ頭からは木々の

間に南アルプス、八ヶ岳、金峰山がよく見えました。植原さんの記事に出てくる「第二乙女高原」というのはどこかとい

う話が出て、一度植生を見比べる観察をしてみたいという提案がありました。 

 枯葉をたくさんつけたままにしているのはヤマコウバシでしょうか。クロモジの仲間なのでやはり枝を削れば香るの

でしょうか。冬の枝でも香りがするのか、新緑の頃が一番香るのか。ズミの枝にはまだドライフルーツがついていまし

た。ズミの花はきれいで花の咲く頃に来たいという話になりました。落ちていたアオナシの実の食痕はネズミの仲間

が食べた痕でしょうか。県内の山に自生しているのはヤマナシではなくアオナシで、果実になってもガクが残ってい

て目立つが、花で見分けるのは難しいようです。兜山の登山口駐車場にはヤマナシが植栽されているので比べて

みることができるという話もありました。 

 ロッジ前のベンチで昼食をとり終えたのが 1時で、いつもよりずっと早い

のですが、谷地坊主の湿地を覗いてから帰ることにしました。谷地坊主

の頭には雪の帽子をかぶっておらず、水も流れていました。焼山峠の駐

車場にも立ち寄って林縁を観察してみると、ツル植物がより糸状に絡み

合ってカラマツの枝に登っているのを見つけました。乙女高原の防鹿柵

の金網にからみついているのと同じものをこの辺りで見たということから、

カラハナソウでしょうか。S巻になっているものと Z巻になっているものが

見られましたが、違う種類のものが混生しているのか、状況によってどち

らにでも巻くのか花の時期に確認してみたいです。 

道の駅に戻ったのがいつもよりも早く 2時を少し回ったところでした。立春を過ぎこれから暖かくなるに伴い乙女高

原の自然の新たな営みが始まるかと待ち遠しく思える 1日でした。 (レポート 山本義人さん) 

 

3月 6日 ツルウメモドキって、こんなに大木?! 
 

 ３月６日、天気が心配されましたが、晴れ間もみえはじめた午前 9時過ぎ、

道の駅に集まった 3名で乙女高原に向かいました。まず、通称カエル池と呼

ばれる小さな池がある地点に立ち寄りました。例年ならヤマアカガエルが産

卵しているのですが、昨年夏以来、水がなくなってしまい、カエルが卵を産

める状態ではありません。これまでこの場所で産卵していたカエルはどこに

いったのかなと心配していると、かすかにカエルの鳴き声が聞こえてきました。

岩の下の方はしめっているので、そこにいるのでしょうか。でも水がたまって

いなければ、産卵はできません。心配です。 

撮影 :大嶽ひろ美さん 
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 次にカツラの大木のある地点に寄ってみました。カツラの赤い芽吹きはまだですが、株立ちした姿がすばらしいで

す。近くには幹のほとんどが空洞になって、表皮だけで生きているような、そしてコケやシダの住処にもなっているト

チの古木もあります。他にもいろいろな落葉樹が春空に向かって伸びていて気持ちがよい場所でした。スミレやハナ

ネコノメも咲く場所ですが、まだ花の姿はありません。南斜面にミツバツチグリ、タチツボスミレ、レンプクソウなどの小

さな葉が出始めたばかりでした。ヤマブドウの幹が太くなって１０ｍくらいもありそうな高い木の枝にまで伸びていて、

どのようにして登っていったのか不思議です。車を止めた林道わきに鹿の頭骨が落ちていました。また落葉の下に

はいろいろな植物の根生葉も出始めていました。そして林道のあちこちにはハンノキの雄花が赤く垂れさがっていた

り、バッコヤナギが銀色の花芽をのぞかせていたり、シラカバやカエデの枝先も赤くなっていたりと、春の気配が感じ

られます。先月は凍っていたところのあった林道もほとんど解けていました。 

 木道の湿地帯でヤマアカガエルが産卵しているか確認しましたが、まだ

卵は見あたりません。下の沢の方からまだ練習中のようなミソサザイのさえ

ずりが聞こえてきました。前日、平地では雨が降りましたが、乙女高原も雪

ではなく雨だったようで、コケの緑がとても美しかったです。いろいろな種類

のコケがあり、さながら小さな森のようです。 

 湿地帯から遊歩道を少し歩きました。カラマツなどに付いていたサルオガ

セがいくつも落ちていました。多くのササがシカに食べられていて、シカ糞

もいっぱい。北斜面側の湿地はまだ凍っていて、植原さんはその上を歩い

て楽しんでいました。カラ類の鳴き声がしています。ここにもいろいろなコケ

がありましたが、コケの一種のフロウソウの中に、黒くて細い棒状のものがたくさんあって、芽なのか、枯れたものなの

か、今後の宿題としました。遊歩道にはヤマドリの糞もありました。 

 昼近くに乙女高原に到着。この日はとても暖かくて、看板裏の温度計を見ると１２℃。少し早めの昼食をとってから、

草原を歩きました。雪はほとんど解けていて、日陰に斑状に残っているくらい。草原内の土の小山はモグラの仕業で

しょう。刈り残りの植物のドライフラワーを観察しながら斜面を登って行きました。歩いていると暑いくらいです。森のコ

ースの立ち枯れてしまったモミの大木の枝がたくさん地面に落ちていて、幹にはキツツキがあけた小穴がたくさんあ

ります。植原さんが数えると１００以上ありました。森の中に骨が 1本落ちていました。何かの動物が鹿柵内に持ち込

んだものでしょうか。 

 展望台に到着。富士山は雲の中で、頂上がわずかに見えたくらい。日当たりのよい斜面に何かないか探すと、キ

ジムシロ、タチツボスミレ、ヨモギなどの小さな葉を見つけました。その後、ブナじいさんの所に行ってみました。葉を

落としているので、樹形がよくわかります。枝がくねくねと曲がっている様子をじっくり観察しました。またなぜここにこ

のブナの大木が 1本残されたのかのレクチャーを植原さんがしてくれました。 

 水が森林道に出て林道をロッジまで戻ることにしました。ゴジュウカラのフィッフィッという鳴き声がよく聞こえてきま

す。道路に黄色いものが落ちているので、上を見るとツルウメモドキがあります。よく見ていくと、ミズナラの幹に藤蔓

のような太い木が巻きついていて、上から辿ってみるとツルウメモドキの木のようです。あまり太いので、植原さんがメ

ジャーで測ってみると、直径９ｃｍという太さで、ツルウメモドキがこんなに太くなるとはびっくりでした。しばらく歩くと、

少し開けた所から甲斐駒ヶ岳や仙丈岳、鳳凰三山が見えました。 

 斜面の上に立ち枯れたモミの木が見えたので、森のコースの枯れたモミか、確認しに斜面を登ってみると別の木で

した。森のコースの木より前に枯れてしまったようで、枝はほとんど落ちてしまっていました。尾根上に出てしまったの

で、再び展望台に戻ると、小鳥の声がします。ハンノキにエナガが数羽、モミの木にシジュウカラがいました。鹿柵の

ゲートを少し入った遊歩道に黒いキツネの糞がありました。キツネは鹿柵の隙間から出入りできるようです。 

 草原のコースを下っていくと、ミズナラの幼木に丸い虫こぶがついていました。途中のアカマツの所ではコガラも観

察できました。その後、草原を横切って、谷地坊主を見に行きました。枯れてボサボサ頭のヤチボウズがきれいに並

んでいます。気のせいか大きくなったような……。コケの花が咲いているというの

で、見ると胞子体が出ています。触ってみると粉のような胞子が飛びました。粉を

飛ばして楽しんだり、写真に撮ったりして、ロッジに戻り、乙女高原を後にしまし

た。 

 塩平への林道を下り、途中のマンサクを観察。咲き始めていました。芯の部分が

赤く細長い花びらは黄色です。これを祭などで見かける巻き戻し笛（ピロピロ笛）

みたいと言うのは植原さん。本当に春一番に咲く、まず咲くマンサクです。これか

らアブラチャンやダンコウバイなども咲き始めるでしょう。春の花は黄色が多いで

すが、これは昆虫の目に付きやすい色で、昆虫に来てもらって受粉をしてもらうた

めの花の戦略なのだそうです。 

 とても暖かく、春めいてきて、小鳥たちは活発に活動し始め、植物の芽吹きなどたくさん春の気配を感じたり、動物

たちのフィ－ルドサインもいろいろ見ることができた楽しい一日でした。   (レポート 井上敬子さん) 
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無人気象観測 
 

2010年から原 澄さん

の発案と雨宮浦助さんに

よる百葉箱製作によって、

乙女高原での無人自動

気温測定が始まりました。

データロガーという水銀

電池なみの小ささの端子

を使っています。これを

パソコンにつないで設定

すると、任意の時間おき

に自動的に気温を測って

くれるようになります。乙

女では 1時間おきに計測

するように設定していま

す。これだと約 80日間継

続記録できます。ですか

ら、前回の設定から80日

以内に乙女高原にパソ

コンを持っていき、デー

タロガーのデータをパソ

コン内に取り込み、さら

にまた 80日間計測でき

るようにします。これをも

う 11年続けています。 

 回収したデータを毎年、

整理しています。 

 まず、1日ごとの平均

気温、最高気温、最低

気温を出します。これを

もとに、さらに 1ケ月ごと

の平均気温、最高気温、

最低気温→1年間の平

均気温、最高気温、最

低気温を出しています。 

 とりあえず、ここではそ

の報告として毎年の平

均気温のみを載せてお

きます。 

 

  2010年  14.2℃ 

  2011年  13.8℃ 

  2012年  13.7℃ 

  2013年  14.3℃ 

  2014年  13.7℃ 

  2015年  14.5℃ 

  2016年  14.7℃ 

  2017年  14.0℃ 

  2018年  15.0℃ 

  2019年  14.9℃ 

  2020年  14.9℃ 

  

 
山梨日々新聞に掲載された「ファンクラブ２０周年」 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※ML449 号まで掲載済 
 

 

●今号は執筆・編集を井上敬子、校正を植原彰さんが行いました。今後、山梨市社会福祉協議会の印刷機を

お借りして芳賀月子さんと三枝かめよさんが印刷をし、それを加藤信子さんに宅配便で送り、発送作業をし

ていただく予定です。約４４０通がこうして皆様のもとに届けられます。 
 

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 

今号は普通会員・サポーター

会員ともにお送りしています。 


