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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７５９人（2022 年 2 月 1 日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 82 号) 2022.2.1. 

乙女高原が好き！2104 号 
 

フォーラムが中止になりました 
 

オミクロン株感染急拡大の影響によって 1月 30日に予定していた「乙女高原フォーラム」の中止が決定

しました。これで何度目のイベント中止でしょうか・・・。日本を代表する保全生態学者である鷲谷いづみ

さんの講演では、生態系や生物多様性のこと・ファンクラブの活動につながるヒントなどが聞けるのではと

楽しみしていたので本当に残念です。 

振り返ってみれば、新型コロナウイルスの感染が始まって丸 2年。この間多くのイベントや調査・観察会

が中止になったり縮小されたり、ファンクラブの活動にも大きな支障がありました。それでも高原の保全に

は欠かせない遊歩道作りや草刈りなどは、試行錯誤のうえ形を変えて実施してきました。昨年も「勝手に遊

歩道作り」や「有志による草刈り」として多くの方に支えていただきました。乙女高原を未来に繋げようと

するみなさんの思いに感謝です。 

変異を繰り返すコロナには予断を許しませんが、引き続きのご協力をお願いします。 

今年の干支である壬寅(みずのえとら)は物事が新しく立ち上がり成長する年だそうです。まずは一歩乙女

高原に出かけてみませんか。 

 
 

有志による「草刈り」を実施しました 
 
 

感染者数は徐々に落ち着いてきた時期でしたが、コロナの影響が継続するなか今年も「イベン

トとしての草刈りボランティア」は中止となりました。とはいえ、乙女高原の保全のためには草

刈りは続けなければなりません。ファンクラブのホームページ、メールマガジン、会報「乙女高

原が好き！」で有志を募って草刈りを行いました。 
 

～～延べ 86 名の有志による草刈りの様子をご紹介します～～ 

 

◆有志による草刈り ～その１～  11 月 06 日(土)  記事：植原 彰 
 

 11月 6日、6時に起きて、コンビニに寄って、乙女高原へ。いい天気です。ロッジの前の芝生のような

ところは、霜が降りて真っ白。ベンチやテーブルの上も真っ白でした。今日は「今年の草刈り・その 1」で

す。「何人来てくれるかなあ」とウキウキしながら準備を始めようと、ロッジの玄関を開けようとしたら・・・、

新しい頑丈な鍵!!  先日の乙女高原連絡会議で、ロッジ内に置かせていただいていたファンクラブの備品

がなくなっていた(盗難にあった?)ことを報告したら、さっそく市の職員の方が付けてくれたものでした。

中のものが出せないので、仕方がなく、草原に入って、遊歩道のロープを外しにかかりました。ちょうど雨

宮さんが来てくださり、ロッジ庭に杭を打って、ロープ整理の準備を始められたので、そこに外したロープ

を運びました。先日から痛み始めた五十肩には、ちょっときつかったです。 

 有志が少しずつ集まってきてくださいました。全部で 20人でした。受付を済ませ、作業の説明書と作業

手袋、お茶ペットボトルをお渡し、来た順に仕事に取り掛かっていただきました。 

 今日は「ロープの運び出しとその整理」と「ロッジとトイレのそう

じ」が最優先課題です。ロープを外して、巻いて、ロッジまで運びま

す。何往復もすると、結構な運動量です。運ばれたロープを 2本の杭

を使ってまき直し、倉庫にしまいます。遊歩道全部のロープを外すの

で、相当な量になります。最初は雨宮さん一人でしたが、仕事の進み

具合で、自然と人が多くなったり、少なくなったりしました。乙女高

原の活動では、このようにお一人お一人がまわりの様子を見て、自律

参考までに、中止になったフォー

ラムのちらしを同封しました。 
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的に動いてくださるので、とても助かります。 

 ロッジはずっと休館のままですが、時々風を入れないと、建物が傷ん

でしまいます。ロッジの雨戸を開け、ホールの掃除をしました。外にあ

るバイオ・トイレと昔ながらの「ぼっとん」トイレの掃除もしました。 

 これらの仕事のめどがついたら、草刈りと、遊歩道への刈り草の敷き

入れです。すでに一部、県の事業によって草刈りされているエリアがあ

りましたので、そこの草を熊手を使ったりして集めて、ビニールシート

に載せて、くるむようにして運びます。運んだら、刈り草が遊歩道に直

角になるように敷いていきます。そうしないと、春先、遊歩道を歩いた

時に滑りやすくなってしまいます。一番遠くだと、湿地の木橋まで刈り草を運んで敷きました。ここは遊歩

道が周りの地面より低くなっていました。ここに敷き入れることによって土が流れるのを防ぐことができま

す。アスファルト駐車場からすぐに下りていた遊歩道跡にもたくさんの草を入れました。ここは急な坂道な

ので、上部の土砂が流されてしまい、谷のようになってしまったところです。県の事業で板を階段状に並べ

てくれましたが、それでも土壌流失は止まりませんでした。土地の高低差を「読んで」遊歩道のルートを決

めるのはとても大事なことだと教わりました。今はこの遊歩道は閉じて、もっと高低差が少ないところから、

斜めに下りるような遊歩道ルートに変更しています。 

 12時近くになったので、いったんロッジに集まりました。おかげ

さまで、ロープ外し・ロープ整理・ロッジそうじ・トイレそうじと

も終了しました。みんなで記念写真を撮ったのですが、本当なら、

草の刈り取り跡に移動して写真を撮りたかったのですが、みんな疲

れていて、あまり動きたくなく、ロッジの看板前で写真を撮りまし

た。お昼を食べながら、午後の仕事の段取りを付けました。 

 午前の 4つの仕事の次の優先順位の仕事は「遊歩道への刈り草の

敷き入れ」です。すでに午前中にも取り掛かっていますが、できるだけ作業のしにくい、森の中や坂の上を

優先してやりたいと考えました。例年、どうしても「やりにくい」ところは「後回し」にされ、しまいには

「やり残して」しまう傾向があったからです。ちょうど刈り払い機を持っている方が 5 人いらしたので、5

つのグループに分かれて、できるだけ作業のしにくい遊歩道への刈り草の敷き入れをすることにしました。

刈り払い機の方には、その近くで草を刈っていただき、草を供給していただくことにしました。先ほども書

きましたが、刈った草を集めてビニールシートに載せ、遊歩道に運んで、敷き入れる作業って、けっこうな

重労働です。皆さん、本当によくやってくださっているなと思いました。皆さん、筋肉痛にならないといい

のですが・・・。ちなみに、自分は翌日、筋肉痛でした(笑)。 

 高原の晩秋の 2時というと、もう日が陰ってきたなと感じる時間帯です。2時半ころにはきりをつけ、作

業を終了としました。続きは 23 日です。中途半端で終わりはしましたが、それでも、今年は湿地の木橋か

らシカ柵入口まで、途切れることなく草を敷き詰めることができました。大きな成果です。集まった人たち

で車座になり、代表世話人の角田さんのお礼の言葉を聞いて、解散しました。 

 

◆有志による草刈り ～その２～ 11 月 23 日（祝）       記事：植原 彰 
 

今年は「イベントとしての」草刈りは行わず、「マスコミやちらしによる人集めはせず」「有志で」「2日

に渡って」草刈りを行いましたが、11月 6日も 23日もよい天気に恵まれ、楽しく作業を進めることができ

ました。たいへんでしたが、今年くらい草の刈り残しや草の敷き入れ残しが少なかった年はなかったのでは

ないかと思えました。いつもの年だと 23日の午前中にいっぺんに「エイ、ヤーッ」と行っているので、そ

れだとどうしても「やり残し」が出ちゃうのかなと思いました。 

 今年はいつもの年以上に、県による事前の草刈りや市の職員の皆さんによる草刈りのありがたさを感じま

した。1日目の事前と、2日目の事前に刈っていただいたので、その分、作業がスムーズに行えたからです。

改めて、乙女高原の保全が行政(市・県)と市民(市民団体)との「環境パートナーシップ」で進められている

ことに誇りを感じます。 

朝、7時前には乙女高原に到着し、一人でゆっくり準備をしました。受付用のテーブルを出したり、配る

ペットボトル茶や作業手袋を並べたり、鎌やヘルメット、ゴーグルなどを運んだり。裏の倉庫からは刈草を

載せて運ぶためのビニールシートや熊手を一輪車に載せて運びました。一通り準備ができたので、カップに

一杯用コーヒードリッパーを載せ、水筒からお湯を注いで、一服しました。寒かったので、熱いコーヒーが

おいしかったです。 

 そのうち、だんだんと人が集まってきたので、残りの準備作業をお願いしました。 

 毎年、この行事は七夕みたいだなと思います。この日に 1年ぶりにお会いする人が多いのです。久々に懐
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かしい顔を見られるのも楽しみの一つです。 

 さて、大工の雨宮さんは「今日は別行動するよ」と宣言し、ロッジの雨

戸やぼっとんトイレの柱を直してくださいました。今度、乙女高原に行く

機会があったら、ロッジ駐車場の脇にあるブロック製のトイレの入り口を

見てみてください。柱の下部が接ぎ木してあるように見えます。腐りかけ

ていた柱の基部を取り除いて、そこに新たな丸太材をはめ込んであります。

すごいアイデアと技術だなと思いました。 

 今年の草刈りは開会式をやらないで、来た順に作業を始めてもらうこと

になっています。これも三密を避ける一つの手段なのですが、そうなると、

受け付けですべてを説明し、作業を選んでもらわなければなりません。ご本人の希望する作業を聞いて、場

所と作業をお願いするのですが、「なんでもいいですよ」という方やグループには、グループの人数や年代

を見ながら、作業を「あっせん」しました。いつ来ても、いつ終わってもいいことになっていたし、前回よ

りも多くの参加者が見込まれたので、今回、自分は作業をしないで受け付けに徹しました。 

 結局、今日の参加者は 66人でした。それらの方々に、草刈りが必要な個所、草の敷き入れが必要な遊歩

道が色分けされた草原地図をお渡しして、作業をしていただきました。 

 「ツツジのコース」はツツジの株がたくさんあるので、機械だとツツジごと刈ってしまいます。ここは鎌

を持って、人力で刈って、遊歩道に刈り草を敷き入れてもらいました。シラカバやドロノキ、ズミなど木々

の若木も生えてきているので、間伐用のこぎりや剪定ばさみを持って行ってもらって、伐ってもらいました。

面積が広かったので 30人ほどに投入しました。お昼前には終了しました。男の子が「こんなもの見つけた」

とツツジの枝に架けた鳥の巣を教えてくれました。おそらくホオジロの古巣だと思います。 

 ゲレンデのような草はらは刈り払い機で草刈りしてもらいました。遊歩道の近くから刈ってもらって、刈

った草をすぐに遊歩道に入れられるようにしました。割り当てられた区画を刈り終えた方が、地図を見なが

ら別の場所に自主的に移ってくださり、ありがたかったです。 

 なんといっても重労働なのが「草の敷き入れ係」です。刈り草を集め

てビニールシートに載せ、それを引きずって運んで行き、遊歩道に、進

行方向に垂直に敷き入れていきます。 

 ビニールシートの四隅には丈夫な紐を輪にして結んであります。シー

トを広げて、その上に草を載せ、ギョウザを作るように包み込みこみ、

四隅の紐を持つと、それが取っ手の役割をして、とても運びやすくなり

ます。甘利山倶楽部の皆さんに教わった秘伝です。この作業を 15分も

続けると、汗が出てきます。 

 草刈りが終わった斜面に赤いコーンを 2つ並べておき、お昼の 20分前になったら、集まってもらい、コ

ーンの間に並んでもらいました。記念写真を撮るためです。今年も「乙女高原の写真屋さん」古屋さんに撮

影をお願いしました。撮影後、「中締めの会」を行い、代表世話人の角田さんが参加者の皆さんへの感謝の

気持ちを伝えました。今年も保健師の町田さんと三枝さんに救護係をお願いしましたが、この係にやっかい

になる方がいなくて、よかったです。 ここで帰られる方も大勢いましたが、半数くらいの方が残って、お

昼を食べ、午後も残りの作業を続けてくださいました。 

 午後は敷き入れの作業が中心でした。草を運び込むのが大変な森の中の遊歩道は、まわりの落ち葉を敷き

入れました。こんなの乙女高原の草刈り 22年の歴史で初めてでした。特に森の中の遊歩道は土壌流失が続

いてしまって、まわりの地面より低くなっているのが気になっていたので、これはありがたいなと思いまし

た。落ち葉のアイデアは杉田さんです。 

 2 時半にはすべての作業が終了しました。今年もつつがなく作業が終わってほっとしました。草刈りが終

わると、いよいよ乙女高原は長い冬が始まります。 

 
 

乙 女 高 原 観 察 報 告  
 

◆氷華を訪ねて・・・ （2021/11/14）      記事： 井上 敬子  
 

11月 14日、乙女高原に行きました。草原の植物は枯れ草色、木々の紅葉もほぼ終了。晩秋です。草原は 6

日のファンクラブの作業と県・市の作業で半分くらいは草刈りがされていました。 

 この日の目的は氷華の確認でした。植物は枯れても、まだ根は生きていて、水分を吸い上げています。気

温が氷点下になると、この水分が凍って、茎の根元に噴き出し、いろいろな形になったものが氷華です。氷
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華といえば、シモバシラという植物が有名ですが、シモバシラ以外にも氷華ができるこ

とを知り、昨年もいくつか確認しました。他にも氷華ができるものがないか見たい。で

も、草原を草刈りしてしまうと何の植物なのかわからなくなってしまうので、草刈り前

しかチャンスはなし。本当はもっと冷え込む１２月などがいいのでしょうが仕方ありま

せん。氷華を見るのには冷え込んだ早朝がいいのですが、だいぶ太陽が昇ってからの到

着となってしまいました。日が当たっている所は氷が融けてしまうので、ツツジのコー

スの日陰になっているところを観察。わずかですが、霜が白く残っていました。まだ氷

華が発達して大きくなるには時期が早かったと思いますが、いろいろな植物の茎が裂け

て、氷が出ていました。シモバシラのように豪華なものはありませんが、同じ仕組みで

す。ハンゴンソウ、ゴマナ、キオン、ヨツバヒヨドリ、ウスユキソウ、ヤマハハコ、タ

ムラソウ、ノハラアザミ、シラヤマギク、ノコンギク、ヒメトラノオ、クガイソウ、シオガマギク、セイタ

カトウヒレン、ハバヤマボクチ、アキノキリンソウ、キンバイソウ、リンドウ、ワレモコウにできているの

を確認しました。またオカトラノオにもできた痕跡がありました。 

 しゃがみこんで、植物の根元をのぞいていたら、誰か来ました。植原さんです。23日の草刈り作業のた

めに、草刈りされてない所や遊歩道に草の敷き入れがしてない所の確認に来たとのこと、23日にはこれら

をまとめた地図が配布されました。知らない所で働いてくださっていることに頭が下がります。 

 マツムシソウの根元も氷はついていませんが、茎の表面が裂けていて、これも氷華の痕跡だろうか？トリ

カブトの根元にも霜がついていてこれは…？とまたわからないことが出てしまい、もっと早い時間に確認し

ようと 21日にも行ってみました。 

 しかし 21日は冷え込みがあまりなくて、氷華は発達していませんでした。トリカブトは茎が裂けてはい

ないので、違うようです。マツムシソウは不明。が、氷華のできた新たな植物も見つけました。モリアザミ、

ヨモギ、シモツケソウ、アカバナ、キンミズヒキです。 

 そして何と、この日も植原さんに会いました。乙女高原の主ですね。 

氷華以外にもいろいろな実や種の観察も楽し

かったです。綿毛になっている植物がたくさん

ありますが、よく見ると大きさや色、形もちが

います。オケラの種は毛むくじゃらで綿毛も枝

分かれしています。ヤナギタンポポの実は褐色。

ヨツバヒヨドリは黒。花が違うように、当然で

すが実も違っていておもしろい。花がなくても

いろいろと楽しみました。 

 

◆冬でも観察会！ （2021/12/4 自然観察交流会）  記事： 植原 彰  
 

 参加者は 5人。2台に分乗して乙女高原を目指しました。いい天気でした。旧杣口林道の途中で、県道路

課の作業予定地を確認しました。2021年度中に工事予定の「カエル池の北」は、工事車両が止まっていて、

2人で打ち合わせをしていました。道は狭いし、駐車スペースもないので、スルーしました。 

 サワラ林で車を降り、氷華を探しました。カメバヒキオコシの氷華はもうシーズンを終えたようで、あま

りきれいではありませんでした。道端にはマルバスミレ、タチツボスミレ、エイザンスミレの夏葉があり、

閉鎖花の実の痕も見ることができました。 

 2022 年度に工事予定のところでも車を降りました。大烏山登山道入

り口の近くです。ここで割れた茶碗、湯飲み、急須、トタン波板など、

生活の匂いがプンプンするゴミをたくさん見つけました。どうも小屋

があったようです。何のための小屋だったのでしょう。どなたかご存

じの方はいませんか?  大きなトチノキやカツラもある、とても気持

ちのいい雑木林です。落ち葉がいっぱいでした。トチノキやカツラが

あるということは、水に恵まれているということでしょう。冬越しを

しているフデリンドウの株がたくさんありました。次の春から定期的

に歩いて、観察しようということになりました。 

 さて、草原です。いい天気。雪はまだありません。ここでも枯草の中に、小さな小さなフデリンドウの株

を発見。地上巣も見つかりました。いまだに、どんな「ネズミ」がこの巣を作っているかは不明です。それ

にしても、よくできています。湿地に谷地坊主を見に行きました。「髪の毛の量が多く、ボサボサ頭」状態

です。これが雪でも降ると、上から撫でられた感じで落ち着くのですが…。ツツジのコースは日当たりがよ

くないので、たくさんの霜が残っていました。そして、ウスユキソウの根本にはたくさんの氷華。それはそ

ﾊﾝｺﾞﾝｿｳ 
(氷華) 

ｵｹﾗ(種) ｵﾔﾏﾎﾞｸﾁ(種) 
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れは美しかったです。 

 いくつか実も見つかりました。ツルウメモドキの実は真っ赤でした。ツノハシバミの実がまだ枝について

いました。ネズミに見放されたなあと思って、かじってみたら、やっぱり中身がありませんでした。おもし

ろかったのは、クモキリソウという小さな野生ランの実。指ではじいてみたら、中からほこりがポッと出て

きました。これがランのたねです。ランのたねは「けしつぶ」どころじゃない小ささです。おもしろいので、

何度も試してしまいました。 

 そして、あったのです。ウサギの糞。ウサギは全国的に減っている傾向があり、乙女高原も例外ではあり

ませんでした。乙女の草原でウサギの糞を見つけるなんて、何年ぶりでしょうか。 

 帰りがけに、木道のある湿地で途中下車しました。湿地の中を歩き回ると、あることに気づきました。小

鳥がついばむのにちょうどいい大きさの黒い実があちこちの木になっているのです。全部同じ種類です。イ

ボタノキ。冬になって葉が落ちて、黒い実が目立つようになって、初めて気づきました。

こんなにたくさんイボタノキがあったんだ。たねを広めたのは、きっと小鳥たちでしょ

うね。ついばんでいる姿を見てみたいものです。 

 また、古楢山林道にも寄りました。カメバヒキオコシに氷華が残っていました。大き

な胞子葉が残っているのはイヌガンソクというシダでしょうか。ここでの大ヒットは名

も知らぬキノコ。冬にしてはちゃんとした形でキノコがあるなあと思って、触ってみる

と・・・コチコチ。そう、凍っていたのです。これには笑ってしまいました。道端の林

の中に多数あったノリウツギのドライフラワーもなかなかきれいでした。 

 

 

～～乙女高原の兄弟分とも言える甘利山を視察しました～～ 
 

◆甘利山の心のこもったシカ柵群（2021/10/10）  記事：植原 彰 
 

 10月 10日、韮崎市の甘利山に行ってきました。甘利山は南アルプスの北部に位置する高原で、スキー場

として使われた歴史といい、レンゲツツジの群生が有名なところといい、乙女高原の兄弟分のような存在で

す。おまけに、ここの自然をこよなく愛し、保全活動をしている甘利山倶楽部は発足が乙女高原ファンクラ

ブとほぼ同じ。NPO法人格を持っていらっしゃいます。毎年の乙女高原の活動に倶楽部の皆さんが駆けつけ

てくださり、盛り上げてくださいます。活動自体も兄弟分なのです。 

 さて、登る途中の林道脇で、さっそく 1m四方くらいの小さなシカ柵を発見。後で聞いたら「見つけた希

少植物を守るために設置した」とのことでした。午前 8時半ころ駐車場に到着。すぐに六畳間程度の広さの

シカ柵が目に入りました。ゴマナやハンゴンソウなど中の植物たちはすこぶる元気そうでした。もう一つの

広いシカ柵は体育館くらいの大きさ。中はきれいに草刈りされていて、レンゲツツジの株もなんだかスッキ

リしています。後で聞いたら、レンゲツツジをある事情で、手入れしているとのこと。こんなにたくさんの

ツツジ全部を手入れするのは大変だなあと思いました。1ｍ以上はありそうな杭に 3ｍほどの木の棒がしば

りつけてあり、それが 3ｍ間隔ぐらいで並んでいます。その並んでい

る棒にメッシュの網がしばり付けてあり、それで体育館くらいの広さ

の草原が囲ってありました。ナイロン製でしょうか。ふにゃふにゃし

ています。手作りの柵なのですが、手入れが行き届いており、どこも

しっかり張られていました。 甘利山入口の遊歩道の両側にも同じよ

うなシカ柵が張られていました。 

 改めて、甘利山は笹山だなあと思いました。ミヤコザサは勢いがよ

く、腰以上の高さがあります。シカの食害を感じさせません。ところが、ヤマトリカブトの株は見事なほど

食われていました。やっぱり、ここもシカ害です。少し行くと、シカ柵に囲まれたヤマトリカブトがありま

した。株数はちょうどさっきのヤマトリカブト群落と同じくらいです。「シカ柵があると(シカの食害がない

と)ヤマトリカブトはこんなに元気で、シカ柵がないと(シカの食害があると)こんなに食われてしまう」と

いうことを教えてくれる野外博物館だと思いました。そんな内容の展示解説があるとなおよいのですが。 

 それにしても、さっきから、たくさんのシカ柵が点々と並んでいるのを見て、感心しました。だって、そ

れらが全部、手入れが行き届いていたからです。後から聞いたら 20基近くも作って、メンテナンスしてい

るとのこと。しかも、乙女高原の「金属製の杭に金属製の網」という半永久的なものではなく、「木製の杭

にナイロン製の網」です。手入れの大変さは段違いです。 

 甘利山の山頂の広場では、ミヤコザサの中にたくさんのワラビがはえていました。ワラビはシカが好まな

い植物です。ワラビが多いのは、シカの多さの裏返しでしょう。では、シカが多そうなのに、ミヤコザサへ

の食害が認められないのは、なぜでしょう? 不思議です。さて、山頂直下の広場で、登ってきた甘利山倶
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楽部の 4人と合流しました。これから 4人の作業を見学させてもらうことにしました。 

 4 人は草原に散らばると、おのおの、レンゲツツジの株の根本の草を刈り始めました。次に、レンゲツツ

ジの枝を一本一本ていねいに調べ、元気に葉を出している枝はそのままに、枯れていて、穴が開いている枝

をのこぎりで切っていきました。この穴から害虫が入り、材の中を掘り進んだようです。森林総研の方から

「おそらくコウモリガの幼虫」と言われているそうです。どの株にも必ず穴あきの枝はあり、相当広い範囲

に害が広まっているようでした。 

「甘利山に来た人がよく見る下の方からだんだん作業をしてきて、今日はここになった」のだそうです。作

業の頻度を聞くと「毎日、やっているよ」という答えが返ってきました。頭が下がります。切ったところに

は殺菌剤を塗っていました。これらの作業は、園芸業者や樹木医からアドバイスをもらってやっているとの

ことです。穴の開いた枝を 1本もらい、ナイフで削って、穴がどれくらい続いているかを確かめてみました。

穴は 10cm以上の長さがあり、ところどころに木くずがありました。 

 お昼に甘利山入口のつつじ苑まで降りたのですが、そこで、「中身がまだ

入っている枝」を見せてもらいました。ナイフを使って削ったり切ったり

して、中の虫を追い出してみました。3cmほどの白いイモムシでした。頭だ

け茶色で、カブトムシの幼虫と色使いが似ているなと思いました。もちろ

ん、今日のイモムシのほうがずっとスリムです。思ったより活発で、よく

動きます。しかも、動くのはほとんどバック。とても上手に、すばやく後ずさりします。胴体がぴったり入

る大きさのトンネルの中での生活に適応しているのだと思いました。 

 家に帰って、イモムシを調べてみました。「イモムシ・ハンドブック(通称イモハン)」のコウモリガの写

真とはあまりよく似ていない印象です。ところが、ネットで「コウモリガ 幼虫」で検索すると、甘利山で

見たイモムシそっくりな写真がたくさん出てきました。おそらくコウモリガで間違いないと思います。 

 たくさんのレンゲツツジが枯れ、その枯れ枝を調べてみると、どうも穴が開いている。聞いてみると、そ

れはコウモリガの仕業らしい。このままでは甘利山のレンゲツツジが大規模な被害を被ってしまうかもしれ

ない・・・となったら、どうします? 

 甘利山倶楽部の皆さんは森林総研、樹木医などいろいろな方からの意見を聞き、「被害にあっているレン

ゲツツジの枝を一つずつ切り落とし、それを運び出して、被害を食い止める」という道を選びました。「自

然に生えているレンゲツツジに大きく手を加えていいのか」「本当にこのやり方でレンゲツツジが救えるの

か」など、様々な葛藤を抱えての決断だったと思います。 

 何が正解か…なんて、そのときには分かりません。だからこそ、検証を続ける必要があると思います。た

とえば、手入れをしたレンゲツツジ群落と手入れをしない群落の様子を 1年ごとに比べてみるとか。 

 結局、大事なのは自然観察です。自然を観察する中で、そこの自然に課題が見つかったら、その解決策を

いろいろな視点からのアプローチで考え、評価・判断し、実行します。そして、その方法が妥当だったかど

うかを検証するのですが、検証することの基本もまた自然観察です。 

 午後からは、今度は別の場所で倶楽部の皆さんが「ミヤコザサを刈ったらどうなるか?」「シカ柵を作った

ら、中の植物はどうなるのか?」を実験している場所を見せていただきました。 

 本当に、いろいろなことを考えさせられた 1日でした。  
 

 

◆県道柳平塩山線防災事業の現地視察報告 （2021/11/14） 記事： 植原 彰 
 

ニュースレター2102号(通算 80号)に「地域生態系における『キーストーン事物』の保全」という文章を

書きました。キーストーン事物とは、数こそ少なかったり、面積こそ狭かったりしても、地域の生態系にお

いて非常に重要な個体や場所のことです(うまいコトバが見つからないので、自分で勝手に考えました)。こ

の文章は意見書として峡東林務環境事務所と峡東建設事務所に提出しました。そうしたら、両者から「今後、

自然を改変するような事業を行うときには、ファンクラブの意見を聞くようにする」という回答をいただき

ました。今回、峡東建設事務所から県道への落石防止工事についての説

明を受けたので、その箇所を視察してきました。一か所(今年度工事)

は旧杣口林道の「カエル池」から少し林道を登った右側、もう一か所(来

年度工事)はサワラの学術参考林のちょっと北、大烏登山道のあたりで

す。視察結果はレポートの形にして建設事務所に提出しました。 
 

■今年度工事個所について 

1.急傾斜地にいくつかの大岩があり、落石の危険性を感じました。 

2.比較的太いミズナラに青テープが巻いてありました。伐採予定木でし

ょうか。ミズナラのような広葉樹は根を広く深く張り、土地の土壌を広く抱え、このような急傾斜地での
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３月１3 日(日)午後２時 

山梨市役所 牧丘支所 
 

 

 
出欠ハガキの投函を 

よろしくお願いします 

落石や土壌流失を防いでいる可能性があります。伐採については慎重なご判断をお願いします。 

3.密に生えているヒノキ等針葉樹にも青テープがありました。ヒノキ等の針葉樹は根が浅く、広葉樹に比べ、

土壌を抱える力は弱いのですが、密に生えることによって、互いに支えあっている可能性があります。そ

の場所に生えているヒノキ等をいっぺんに伐採してしまうことによる落石や土壌流失を心配します。多く

の広葉樹とちがって、ヒノキ等は一度伐採してしまうと、根もとから芽が出てくること(萌芽更新)はあり

ませんので、注意してください。 

4.急傾斜地なので、労務災害が心配です。もちろん、十分な注意が払われるとは思いますが、くれぐれも事

故のないことをお祈りします。余談ですが、このような急傾斜地を歩くときには、私はいつも「けものみ

ち」を見つけて、それをたどるようにしています。少しくらい遠回りしても、このほうが安全です。 
 

■次年度工事個所について 

1.時間があまりなかったので、伐採地に接する谷部のみ視察しました。 

2.道路からも見えますが、いかにも古そうな堰堤があります。現地で採れた石を上手に組み合わせてコンク

リートで目張り・仕上げています。両端から中心に向かって低くなっているので、流量が多ければ多くの

水を短時間に流すことができ、流量の少ないときも、少しずつ流れ落ちるようになっていて、感心しまし

た。土木遺産等(産業遺産?)に指定することはできないでしょうか。 

3.伐採地の反対側の斜面はところどころにトチノキの巨木が観られる、とても質のいい雑木林でした。広葉

樹の根がしっかりと土壌を抱えており、谷が深くなったり、大岩が落ちたりするのを防いでいるようでし

た。トチノキの上部に大きな岩がある景観が観られましたが、前述の状況をよく現わしています。 

4.たぶん堰堤がうまく機能していることに加え、雑木林が土壌の流失を押さえている(※)からだと思うので

すが、堰堤の上流側の谷は、谷が深くえぐれることなく、また、岩石は地上に上部が露出しているのみと

いった景観です。このような形で谷が保全されれば、落石等の心配もないだろうと考えられました。 

※秋には広葉樹がたくさんの葉を落とし、それが分解されて土壌を作っているのですから、土壌の流失を防

ぐどころか供給もしていると考えられます 
 

■むすびに 

 今後とも Eco-DRR(ecosystem-based disaster risk reduction 生態系を活用した防災・減災)を考慮した

(目指した)事業をお願いしたいと思います 
 

 

スミレカレンダー送付のお知らせ 
乙女高原で確認されている 32 種類のスミレのうち「20＋1」種類のスミレを写真で紹介した「乙女高

原のスミレ 2022カレンダー」を作成していただきました。同封しましたので、ご活用ください。 

 

乙女高原ファンクラブ 活動予定 
 

◆２０２ 1 年 度 定 期 総 会 のご案 内 
 

今年も定期総会の時期になりました。総会では今年度の活動

を振り返り，来年度の活動計画を話し合います。「Withコロナ

時代にどのような活動を行うことができるのか」様々なご意見

をいただきたいと思います。 

この会報に総会への出欠ハガキ(委任状を兼ねる)が同封され

ています。現時点での予定で結構ですから，必要事項をご記入

の上，早めに投函してください。 

なお、今年は世話人の改選はありません。 

※新型コロナ感染拡大の状況によって、総会の開催方法に変更

があるかもしれません。その場合は別途ホームページなどでご案内します。 
 

◆乙女高原自然観察交流会（活動予定）  
 

・集 合 午前９時 道の駅 はなかげの郷牧丘（国道１４０号沿い） 乗り合わせて乙女高原に向かいます。 

・持ち物 弁当，水筒，あとは観察用具。標高が高いので防寒着も用意してください。 

・参加費 無料。          ※今後の予定はホームページでご確認ください。 
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乙女高原ファンクラブの事務局だより ※MM468 号まで掲載済 
 

●大きなイベントが次々中止になったにも関わらず、今号もたくさんの記事をお届けすることができました。

ファンクラブのみなさんの自主的な行動のおかげです。乙女高原の保全のため、次年度もよろしくお願い

いたします。 
 

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 370円。欲しい方は郵便振込で 1 冊なら 2,370 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 

今号は普通会員のみに

お送りしています。 


