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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・６８６人（２０１７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 63 号) 2017.4.1. 

乙女高原が好き！1701 号 
 

2016年度総会で新しい世話人が!! 
 

３月 12日(日) 午後、新しくなった牧丘支所の会議室で、乙女

高原ファンクラブ2016年度総会が行われました。参加者は１６人。

委任状は１０９通でした。 

 代表世話人の三枝さんの司会によって開会が宣言され、同じ

く代表世話人の宮原さんのあいさつ。来賓（参与）の望月山梨

市長さんからもあいさつをいただきました。市長さんにはお忙

しい中、わざわざ参加していただきました。 

議事は宮原さんの議長で進められました。２０１６年度の活動

報告(植原)と決算報告(内藤さん)、会計監査報告(監査員の駒

田さん・竹居さんを代表して竹居さん)が行われました。2016 活動報告については、別紙「活動報告(ダイジ

ェスト版)をご覧ください。会計報告の概要は・・・(千円以下四捨五入)まず、収入は、繰越金 3万円(少ない!)、

寄付金 24万円、助成金 60万円(多い!・・・あいおいニッセイ同和損保からの助成金の 2年分が入っている)、

その他で合計 89万円。  

支出は旅費交通費が 5万円、消耗品費が 6 万円、印刷費が 21 万円、通信費が 17 万円、雑費 9万円(イ

ベント時のお茶も含め、食べ物飲み物代はここに入れた)、その他で合計 59万円。よって次年度の繰り越し

は 30 万円となりました。これらは 2 月 26日に行われた会計監査で確認されました。 

２０１７年度の活動計画(別紙参照)と予算案(植原)、そして、新企画である「乙女高原フェロー」制度(山本

さん)の提案について(以下)、審議を経て、一部修正の上、承認されました。 

世話人にはなんと１０人が立候補。ありがたいことです。全員が総会の承認をいただき、互選で代表世話

人を選びました。新しい世話人は以下の通りです（敬称略）。 
 

 ◆古屋保男（代表世話人） ◆三枝かめよ（代表世話人） ◆植原 彰（代表世話人、事務局担当） 

 ◆雨宮浦助（記録係）  ◆小林 茂  ◆鈴木としえ（記録係）  ◆芳賀月子  ◆松林一彦 

 ◆村田 浩  ◆山本義人（乙女高原フェロー、乙女高原案内人担当） 
 

なお、内藤さんは世話人ではなくなりましたが、今までどおり会計をお願いすることになり、ご快諾いた

だきました。今期で退任される宮原さんと内藤さんからごあいさつをいただき、議事が終了しました。 

 三枝さんの上手な司会で、総会の中で発言のなかった方にも一言ずつ話していただき、いい雰囲気の

中で総会を終わらせることができました。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 
 

【新企画】  乙女高原フェロー（制度） 
10ボイント集めてステキな景品をゲットしよう!!･･･乙女高原の活動に参加してね 

 

乙女高原ファンクラブの会員が各種の活動計画に積極的に参加してもらう奨励として、乙女高原フェロー

制度を設けます。乙女高原フェローとは乙女高原の自然を守っていく活動の仲間であり、乙女高原で生きる

動植物にとっても仲間であり、乙女高原ファンクラブの活動を担う重要メンバーとして認められた会員のこ

とです。乙女高原ファンクラブの次の活動に参加して、スタンプを 10 個集めたことが世話人会で確認され

ることで乙女高原フェローと認め、記念品を贈呈します。参加できる活動計画は、メールマガジンや会報、

ブログでお知らせしたもので、各種活動には重複して参加できます。 
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 【必須項目】①乙女高原フォーラム ②遊歩道作りに参加すること ③草刈りボランイティア 

この３つの活動には必ず参加することが必要です。 

【選択項目】④世話人会 ⑤スミレ観察会 ⑥マルハナバチ調べ隊 ⑦ヤマアカガエル産卵調査 

⑧自然観察交流会  ④～⑧のどれに、何度参加しても結構です。 

 

乙女高原ファンクラブの会員が乙女高原フェローに応募するには、「フェロー制度参加証」を発行しても

らい、裏面に「乙女高原」スタンプを押していってもらうことが必要です。参加証の有効期間は発行日から

３年です。参加証を発行してもらう前に参加していた活動については、2017 年 4 月 1 日以降の活動に限り、

発行日から過去１年間に遡り有効とします。スタンプが 10 個押された参加証をファンクラブ事務局に提示

した会員には、達成記念品を乙女高原フォーラムで贈呈します。 
 

■達成記念品･･･オリジナル・真空ステンレスボトル。「OTOME highland FELLOW」の印字あり。 
 

■参 加 証･･･表は乙女高原ファンクラブの図案と発行日及び本人名が記載されたものとし、裏は活動要件

の項目ごとに参加日が記載されスタンプが押せる枠を設けたものとします。活動に参加する際に名札入れに

入れて携帯してもらい、活動当日スタンプを押してもらうようにしますが、当日忘れた場合などで押せない

時は、後日参加者名簿などで確認してスタンプを押すようにします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【参加賞 表面】                                  【参加賞 裏面】                     【達成記念品】 

 
 

 

●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、 

あいおいニッセイ同和損保様、田丸グリーン基金様、(有)山梨技建様、 

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)    (2016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。 

 

渡部 治様、秋元由喜子様、小口勝子様、吉田敏夫様・千代子様、土屋和三様、佐藤 満様、坂本 浩様、 

中山寛満様・さかえ様、石川重人様、左川伸治様、小澤 誠様、辻万里奈様、宮﨑継雄様、伊藤祥子様、 

生山鈴子様、髙島健次様、鈴木としえ様、桐原武仁様、計良和子様、柿崎洋子様、永原章二様、 

鈴木 勲様、細野喜久子様、米村雅範様、谷 信也様、槙田麗子様・幹夫様、齋藤正敏様、伏見 勝様、 

天野秀光様・啓子様、田草川敏男様・恒子様、吉田憲司様、雨宮 久様、雨宮 寛様、青木隆明様、 

古屋利雄様、小林美珠様、菅原美和子様、綾田浩子様、伊藤紀恵様、平沢慶子様、筒井千代子様、 

日野原勇貴様、若月  昇様、市田淳子様、名執真理子様・義高様、おそどあきこ様、渡辺幸子様、 

筒井美代子様、加藤信子様・洋一様、箕浦一哉様、山井隆志様・照子様、練馬稲門会ガイドお礼、 

毎日新聞旅行より寄付、日本植物友の会ガイドお礼、井上敬子様、小林美珠様、山井隆志様・照子様、 

竹居小枝子様、三枝かめよ様、鈴木としえ様、雨宮浦助様、竹居小枝子様、内藤邦雄様、橋爪強策様、 

宇田川文明様、石嶋基次様       （2016年 4月 5 日～2017年 3月 20 日 受付順） 
 

フォーラム 遊歩道作り 草刈り   

 

 

 

    

     

 

 

 

    

発行日 

会員名 

フェロー制度参加証 
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今年も乙女で、スミレ観察・スミレ三昧!! 
 

【その 1～3】の講師は依田 昇さん（乙女高原案内人・「乙女高原のスミレ・ウォッチング」編集長）。 

参加者には、もれなくフィールドガイド「乙女高原のスミレ・ウォッチング」をプレゼント。 

参加費無料。主催者で保険加入します。小雨決行・豪雨中止。降雨の判断は各自でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【これまでに「乙女高原の森」エリアで見つかっているスミレ一覧】 
名前の最後の「スミレ」は省略。 ※は変種・交雑種。 （ ）内は変種・交雑種の場合の、元の種名。 

  

01アケボノ 02アカネ 03 エイザン 04ヒゴ 05 サクラ 06 チシオ※(サクラ) 07 シロバナサク

ラ※(サクラ) 08スミレ 09マルバ 10ヒナ 11ヒロバナヒナ※(ヒナ) 12ミヤマ 13 シコク  

14タチツボ 15シロバナタチツボ※(タチツボ) 16アカフタチツボ※(タチツボ) 17ツボ 18エゾノ

タチツボ 19オカ※(アカネ) 20シロバナエゾ※(エイザン) 21オトメ※(タチツボ) 22シロバナエ

ゾノ※(エゾノタチツボ) 23アルガ※(スミレ＋サクラ)  24フイリヒナ※(ヒナ) 25フモト 26フイ

リフモト※(フモト) 27エゾアオイスミレ 28ソラムキタチツボ※ (タチツボ) 29キョナシタチツボ※ 

(タチツボ)  △キバナノコマノツメ(エリア外) 

  

草原の健康状態をマルハナバチで調べる 
 

年に 3回のマルハナバチ調査をするのは今年で 15年目。マルハナバチの数は草原のお花たち全体の「健康

状態」を表していると考えられます。数の減少により草原の危機を教えてくれたのがマルハナバチ。それが決定

打となり、草原全体をシカ柵で囲うことになりました。昨年はマルハナバチの数が回復しました。今年はどうで

しょうか？ 

・１０時 乙女高原集合 ２時半まで。雨天中止。 

・参加費無料。保険には主催者で。 

・弁当、飲み物、時計をお持ちください。 

【その１】  

スミレハイキング  4/15(土) 9：00～ 

・9：00鼓川温泉駐車場集合。乗り合わせて塩

平へ。 

・焼山林道を歩きながらスミレ観察。 

・弁当・飲み物・雨具などをお持ちください。 

・帰りに有志で旧杣口林道のヒナスミレ群落を

観察。 

【その２】 スミレ観察会 5/14(日) 13：00～15：30 

・「遊歩道づくり」の午後、実施。 

・集合は乙女高原グリーンロッジ。 

【その３】 スミレ観察会 5/20(土)  9：30～14：30 

・集合は乙女高原グリーンロッジ 

・弁当・飲み物・雨具などをお持ちください。 

【その４】 黄色いスミレ・ハイキング  6/3 (土)  8：30～15：30 

・集合は牧丘の道の駅「花かげの里まきおか」←注意!! 

・車の乗り合わせで柳平北まで。そこから往復 3 時間ほど林道を歩きます。 

・乙女高原自然観察交流会を兼ねて行います。 

・キバナノコマノツメの群落などが観察できる。 

・弁当・飲み物・雨具などをお持ちください。 

6/25日,8/5土,9/9土 
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第１８回  乙女高原の遊歩道づくり 
５月１４日(日) 午前９：３０～１２：３０ 小雨決行。 荒天の場合，２１日（日）に延期 

雨天の判断は各自でお願いします。事前に申込んだ方には，中止の場合、連絡します。 
 

乙女高原の標高は 1700メートル。冬は長く厳しいので，植物たちが花を咲かせるまで何年もかかります。し

かも，乙女高原の植物の多くは背が高く，踏まれるとダメージが大きいです。そのため，毎年，遊歩道にロー

プを張り，そこから中には入らないようお願いしてきました。今年も，古くなった杭を替えたり，杭にロープを

結びつけたりという作業を行います。 

◆集 合：乙女高原グリーンロッジ 

 ◆持ち物：べんとう，雨具，軍手。掛け矢(大型の木槌)，なたなどの道具がある方はご持参ください。 

◆服 装：作業のできる服装。５月とはいえ，天気が悪いと寒いです。防寒の準備を。 

◆作業内容：くい打ち，ロープ張り。   ※行事保険には市の予算で加入します 

※午後に「スミレ観察会」も予定されています。遊歩道づくりで働いた後は、かわいいスミレの観察を。 
 

 

今年も、月に一度、乙女高原でお会いしましょう 

乙女高原観察交流会 ぜひご参加ください 
 

皆さんそれぞれ乙女高原ファンクラブ行事に参加されたり、個人で乙女高原を訪れたりされているかと思い

ます。乙女高原を訪れる日を定めて、一緒に観察したり話し合ったりする交流の機会が持てたらいいなと考え

ました。毎月第１土曜日（仮設定）を観察交流会日として、乙女高原に集まりませんか。 

高原や森の植物や昆虫などの自然について、四季の変化や経年変化を観察し、日当たりの良い草地、木陰

となっている林床、湿地帯などの環境による違いや、生物間どうしの関係を理解することで、自然環境の変化と

どうかかわっていくか一緒に学んでいいきたいと思います。 

乙女高原ファンクラブとしての行事でなく、参加者各自の自主的活動として行うもので、活動に伴う旅費や飲

食、傷害保険などすべて自己責任となります。道の駅「花かげの郷 まきおか」に 9 時集合して、相乗りで乙女

高原に行くようにしたいと思います。乙女高原に直行される方は、ロッジ駐車場に 9時半集合とします。 電車で

来られる方は、車で来られる方に、山梨市駅でピックアップしてもらえるようにしたいと思いますが、参加者どう

しの話し合い事項となります。途中からの参加や、午前中だけの参加など自由ですが、解散時間の目安は、現

地 3時、道の駅 3時半とします。雨天の場合などは現地には行かず、道の駅での交流会にしたり、早めに散会

するなど、参加者各自の意思で決めてもらいます。参加者は乙女高原ファンクラブのメルマガメンバーとします

が、お知り合いを同行されることは自由です。 乙女高原観察を通した交流目的のため、参加者間で情報を共

有できるように、乙女高原世話人会の了承のもと、メルマガなどを利用させていただきます。 

【案内人・山本義人さんの呼びかけ文】乙女高原メールマガジン 第３３３号 2015.10.3.より 
 

・・・ということで２０１５年１２月に始まった交流会。２０１７年も続けて実施することになりました。ぜひご参加を 

 

① 4/ 1土  9:00          道の駅集合    ※ヤマアカガエル産卵調査と兼ねる 

② 5/14日 13:00～15:30  乙女高原集合      ※スミレ観察会と兼ねる  

③ 6/ 3土  8:30～15:30   道の駅集合       ※黄色いスミレハイキングと兼ねる 

④ 7/ 1土  9:00～      道の駅集合        ※谷地坊主の観察会と兼ねる 

⑤ 8/ 5土 10:00～14:30    乙女高原集合      ※マルハナバチ調べ隊と兼ねる 

⑥ 9/ 9土 10:00～14:30    乙女高原集合      ※マルハナバチ調べ隊 

⑦10/ 7土  9:00～      道の駅集合  

⑧11/ 4土  9:00～      道の駅集合  

⑨12/ 2土  9:00～      道の駅集合        ※カヤネズミの巣調査  

⑩ 1/ 6土  9:00～      道の駅集合  

⑪ 2/ 3土  9:00～      道の駅集合  

⑫ 3/ 3土  9:00～      道の駅集合  

主催：山梨市・山梨県・乙女高原ファンクラブ 
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乙 女高原観 察交流会 は楽 し ! ! 
 

●ホソバツルリンドウの花を見に● 2016年 10月 1日(土) 山本 義人 
私の花観察仲間のお一人で、高尾山でボランティアをされている東京の岡崎さんが、先月のマルハナバチ調べ隊

を兼ねた観察交流会にも来られていて、その折に図鑑でしか見たことがなく実物を見てみたいと思っていたという

ホソバツルリンドウを見つけられ、花も見てみたいといわれていたので、今頃が花期ということから今月も同行参加

されることになり、山梨市駅でピックアップしてから道の駅に向かいました。駐車場について間もなく井上さんが来ら

れ、今日の観察会はこの 3 人ということで井上さんの車で乙女高原まで行くことになりました。 

杣口林道途中のサワラ林の所で車を停止して、岡崎さんにサワラの天然林を紹介しました。サワラとヒノキの違い

を判別するため葉裏の白い模様を観察、写真に撮りました。近くにあったウリノキが黒い実をつけていました。林道わ

きで観察していると、植原さんが通りがかりました。草刈りボランティアのチラシができてきたので、金峰山荘と焼山

峠のトイレ、乙女高原グリーンロッジに配置しに行くとのこと、ちょうど不明な虫をみつけたところだったので、ジュウ

ジナガカメムシだと教えてもらうことができました。午後は用事があるからと先に上がって行かれました。 

少し遅れて林道を進んで再び停止、この場所は 7 月の観察交流会の折に停止してナツツバキなどを見た場所です。

カツラの木があり近づくと綿菓子のような甘い香りがしました。ここで植物の実やタネ、昆虫の写真を撮ったりしまし

たが、一番時間をかけたのがアカマンマことイヌタデの花でした。一個の花が小さく写真に撮るのが大変ですが、目

玉のような黒っぽいコブが膨れ出ているものがあり、これは実なのか何なのかと時間がかかってしまいました。 

 林道の観察に時間をかけてしまい乙女高原に着いたのは 11時近く。さっそく草原下の駐車場近くに見つけてあった

ホソバツルリンドウを観ることにしました。この日の天気予報は良くなく、霧が立ち込めたりしていましたが、花は咲い

ていてくれました。念入りに写真を撮っていると井上さんが防鹿柵のフェンスにカラハナソウがからみついて実をつ

けているのを見つけて来られたので、これも写真に撮ったりしてからやっとロッジの駐車場に到着です。 

 もう一人の花観察仲間の大江さんがすでに来られていて、ここで植原さんにお会いして、「もうすぐ来るよ」と言わ

れたようですが、大分待ったことでしょう。昼前だったので少し林道を散策してから昼食をとることにして、オオヒナノ

ウスツボの実を見に行きました。アキノキリンソウには虫こぶ（虫えい）がついていました。図鑑でアキノキリンソウミフ

クレフシだとわかりました。アキノキリンソウミタマバエによって実に形成されたものです。虫えいはタマバエやタマ

バチ、アブラムシ、それに菌もつくりますが、名前の付け方にはルールがあって、「植物名＋虫えいの出来る場所＋虫

えいの形＋フシ」が一般的だと書かれていました。 

 岡崎さんがタニソバの花を見つけ、この花の花序下の茎に腺毛があるのを確認することができたといわれ、1個 1

個の花は小さく写真に撮るのが大変であり、さらに腺毛の写真も撮るということで、これまた大変時間がかかってし

まいました。駐車場から歩いて数分ですが、駐車場に戻った時には 12 時を回っていました。温度計は 18.5 度でした。 

 草原の観察スタートは午後 1時、その前に昼食をとったベンチわきの朽ちた木に赤いコケの花がついていると岡崎

さんがいうので、その写真を撮ってからです。コアカミゴケという地衣類の子器でした。防鹿柵の中に入って森のコー

スを上って行きました。途中にたくさんのクチベニタケがあって袋を押すと白い埃のような胞子が飛散するので、み

んなで押してみては「ほんとだ」と楽しみました。花はヤマラッキョウ、リンドウ、ノコンギクが咲いていて、ノハラアザ

ミ、シラヤマギク、ヤマハハコは終わりかけでした。葉の上にお腹が膨れている小さな黒い虫を見つけました。後で図

鑑で調べるとハムシの仲間のメスはお腹が膨らむとあり、キク科の葉の上にいたのでヨモギハムシだと思います。 

 ロッジのよく見える場所にタマゴタケによく似たベニテングタケがありました。森のコースをそのまま進み、ツツジ

コースに出ました。リンドウの花が多く見られ、花が動くのを見ていると中からマルハナバチが出てきました。この日、

トラマルハナバチとミヤママルハナバチが中から出てくるのを見ました。リンドウの花などは自分の花粉が柱頭に着

かないよう雄性先熟で、花粉を出し終えてから柱頭の先が開いて花粉を受けられるようになりますが、その雄性状態

と雌性の状態の花が 1株に並んで咲いているのを見つけ、開花の仕方の事例としていいなと写真を撮りました。 

リンドウなどの花で、とっても小さな黒っぽい光沢のある虫をたくさんみました。ルリマルノミハムシかコマルノミ

ハムシのようですが、判別は脚が黒色か褐色の違いということで、撮った写真を見てみると黒色なのでルリマルノミ

ハムシですね。エゾアオカメムシやツマジロカメムシ、コアオハナムグリなどもいましたが、なんとハネナシサシガメ

がルリマルノミハムシのお腹に口吻を突き入れて体液を吸汁しているのを目撃してしまいました。ノダケにキアゲハ

の幼虫がいました。若齢の幼虫もいたのでいまからで蛹になって越冬するのに間に合うか心配に思いました。 

ロッジに戻った時にはすでに 3 時を回っていて、草原コースを見て歩く時間はありませんでした。ベンチで休息をと

りながら昆虫図鑑で同定作業をしますが、すべては判明できず、家に帰ってからの宿題です。下りは塩平経由で、林道

途中にも立ち寄ったりしましたので、道の駅に着いた時には 5時になってしまっていました。雨模様の天気予報で心配

でしたが一度も雨には降られることもなく終わりました。 

今日の観察交流会は、花や昆虫の写真を撮り、その名前を記録するだけの観察ではなく、花や昆虫の特徴や生態

を確認する観察作業ができたかと思いますが、まだまだ不十分で、もっともっとおもしろい観察ができるかと思いま

した。さまざまな植物や昆虫が生活しているわけですから、訪れるごとに異なった様子を見せてくれますので、四季

折々何度訪れてもいいというより、繰り返し何度も訪れなければとあらためて思いました。 
 

◆追記◆同行の岡崎さんから観察交流会の感想コメントをいただきました◆今回は普段見逃してしまいそうな植物や昆虫類の特

徴や生態をじっくりと観察できたのでとても充実した一日でした。曇り空の中、念願のホソバツルリンドウが咲いていてくれて感激
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しました。来月は是非とも実を観察したいです。同じ植物の成長過程や特徴をじっくり観察できるのは本当に素晴らしいことであり

贅沢なことですね。またイヌタデの目玉おやじは実ではなく、タデ類に発生する黒穂病というものがあるようです。 
 

●カヤネズミの巣を探して● 2016年 12月 3日(土)   山本 義人 
12 月の観察交流会参加者は植原さん、鈴木さん、井上さん、それに私の観察仲間が 3 人で、私を含めて 7 人が道の

駅に集合しました。みんなの思いは同じでしょうか、草刈りの時に発見されたカヤネズミの巣を探すことでした。車 2

台で出発、いつもは林道途中で寄り道するのを、今回は乙女高原まで直行で車を走らせました。 

柳平を過ぎて焼山峠に向かう林道で前を走っていた車が停車、運転していた植原さんが車から降りて道路に落ち

ていたものを拾いました。ゴミかと思われたものはキオビホオナガスズメバチの古くなった巣でした。カラマツの枝に

ついていたものが枝と一緒に落ちたようです。山地の木枝に灰色の紙で包んだような巣を作るのはホオナガスズメ

バチの仲間で、キオビホオナガスズメバチは標高のある中部山地で多く見られるとのことです。 

林道も乙女高原も下草刈り直後に降った雪はまったくといっていいほど残っていません。天気も晴れで風もなく小

春日和の好条件下でのカヤネズミの巣探しとなりました。草刈りの時に巣を見て知識のある植原さんと井上さんがさ

っそく見つけてくれました。巣はススキの株基の地面に作られていて、外側は粗くできていますが内部は細かく切り裂

かれたものになっています。横に出入り口が作られていて 1か所のものと 2か所のものが見られました。草刈りで上半

分が刈り払われてしまっているものや、刈り払われるのをまぬがれてそのまま残っているものもあり、植原さんが物

差しを取り出してそれぞれの巣の大きさを測ります。丸ごと取り上げることのできた巣を植原さんが持ち帰られたの

で、標本として乙女高原フォーラムで展示してくれるとうれしいです。 

参加したメンバーも巣の様子がわかってくると自分でも見つけられるようになりました。そして乙女高原にかなり

の数の巣があることがわかりました。来年からはきちっと数を数えてみたいです。そのための調査体制をとることが

望まれます。下草刈りの前に巣探しをしてみたらとも考えましたが、一般に作られているような地上 1ｍあたりに巣が

あるのならまだしも、乙女高原では地上に作られているので、ススキが刈られてない状態ではとても探せそうもない

と思いました。下草刈りの前に手刈り作業をしながら探してみるといったことなら可能性はありそうです。 

カヤネズミの巣探しをしながら花が実になっているものの観察も行いました。ヤマラッキョウ、キリンソウ、トモエソ

ウ、チダケサシ、ツリガネニンジン、マルバダケブキといった花の果実が目につきました。すでに種子は散布されてし

まって空のものも見られました。ヤエガワカンバの果穂が枝についたままで、ダケカンバの果穂は枝ごと落ちていま

した。小林さんも途中から合流してくれ、午前中いっぱいカヤネズミの巣探しを行いました。よもぎ頭まで上がって富

士山の展望を楽しんでからロッジに戻って昼食をとりました。ホソミオツネントンボがベンチにとまって仲間入りしてく

れました。12 月でもこんなに楽しい観察交流会ができるのは乙女高原がそれだけすばらしい所だということだと思

います。昼食をとった後、植原さんは鈴木さんと谷地坊主を観てから先に帰るというので、残りのメンバーでもう少し

観察をしようかとも思いましたが、あまりにも天気が良かったので小楢山に行ってみることになりました。山頂へは行

かず小楢峠へと回って幕岩に登り、富士山、南アルプス、八ヶ岳、金峰山の 360 度の眺望を楽しみました。 

道の駅に戻った時にはすでに暗くなっていて、火星が月に近づいている時期だと井上さんが教えてくれたので、

火星と三日月を観賞してからの帰宅となりました。 
 

●ヤマアカガエルとヤドリギ● 2017年 3月 4日(土)   井上 敬子 
3 月４日の観察交流会に初参加の高校生が加わり、今回の参加者は５名でした。若い人が乙女高原に興味を持って

参加してくれるのは嬉しいことです。１台の車に同乗して、道の駅を出発しました。 

 今回のテーマはヤマアカガエルの卵の観察です。金桜神社の上の湿地ではカエルの卵は見つかりませんでした。

次にカエル池とよんでいる陽当たりのよい場所で、ヤマアカガエルの卵塊を７～９腹くらい確認しました。いくつかは

合体していて、数がはっきりわかりませんでした。うっすら氷が張っていましたが、ヤマアカガエルが１匹、水の中にい

るのを確認しました。帰りにもう一度寄ってみると、氷は解けていて、池の出口に近い所にも１腹発見しました。朝は凍

っていたので、よくわからなかったのか、それともあのカエルが産んだのかなという話になりました。多分前者でしょ

うか。この時もヤマアカガエルが１匹、姿をみせてくれました。 

 上の湿地帯のところや谷地坊主のところでは、雪が積もっていて、まだ卵塊を見ることはできませんでした。 

 日当りがいい所では雪はすっかり解けてアスファルト道が見えていますが、日影ではかなり積もっていました。乙女

高原も、２月の観察会の時より雪が多く、草原内はまだらの部分もありましたが、ほとんど白くなっていました。谷地坊

主も雪をかぶっていました。でも春は近い感じで、雪面は雪解けのために凹凸ができていたり、表面はかき氷のよう

でした。動物の様子が感じられるのも、雪のある時期の楽しみです。動物の足跡がいくつも見られました。テンが多い

ようでしたが、何の足跡かよくわからないものもありました。足跡が交差しているところもあり、出会ったのか、それと

も時間差で通ったのかなどと想像するのも楽しかったです。鹿柵の外、林道などではシカの足跡が多く見られました。

シカ柵を境に、内は笹が青々としているのに、外は葉をシカに食べられ、茶色くなっていて、違いがはっきりわかりま

す。鳥も何種類か姿を見たり、声を聞いたりしました。また、雪の白さのためか、ダケカンバの幹は、ピンクベージュのよ

うな色に見えますが、シラカバの幹は白いという違いも発見でした。 ロッジ前のベンチやテーブルは雪をかぶって

いたので、昼食はロッジの玄関前にすわって食べました。百葉箱内の温度は、お昼の時点で３℃でしたが、陽射しはあ

たたかく、空も少し霞んでいて、春近しという感じでした。眠くなるようなのどかさでした。 

 今回のもうひとつのテーマはヤドリギの観察です。乙女湖のところでズミの木についたヤドリギの観察をしました。



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1701 号 2017.４.１.（通算 63 号） 7 

実がまだ少し残っていました。花が咲いていないかと見たのですが、花芽らしきものはありましたが、花はまだ咲いて

いませんでした。観察したのはヤドリギの雌株で、二股に分かれる部分に実が付いています。そして二股に伸びた先に

また新しい花が咲き、花の脇からまた新しい枝が伸びるようだということを、確認できました。花が咲いた時や、雄株

も観察してみたいと思いました。また、ヤドリギの実を食べにやってくる鳥たちの観察もしてみたいとも思いました。 

 ２月は雪も少なく、動物の足跡もあまりなかったのですが、今回は思いがけなく新雪で、たくさんの足跡を見たり、

雪原歩きを楽しみました。そして、白銀の世界の中にも、春の気配を感じることもでき、有意義で楽しい観察会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ぼくの乙女高原◆  第 16回乙女高原フォーラムで披露された服部さくやくんの作文 
 

 

みなさん こんにちは。井尻小学校６年生の服部朔也です。今日、ぼくはとてもきんちょうしています。人の前

で話すと心臓がバクバクいってしまうので、うまく話せるかわかりませんが、最後まで聞いてください。 

 ぼくは、よく覚えていないのですが、保育園の年長組から乙女高原に来ていたそうです。毎年、１１月２３日の勤

労感謝の日は、乙女高原の草刈りボランティアをする日です。ぼくは毎回、「ぶなじいさん」に会いに行くのが楽し

みです。ぼくが覚えているのは、４年生ぐらいです。それまでは、今は中学３年生になった兄と一緒にぶなじいさん

に会いに行きました。ぶなじいさんというのは、樹齢数百年のぶなの木です。草刈りの日には、風が強い山の上に

あるので、木がかぜを引かないように、落ち葉を集めてみんなで運び、ぶなじいさんの根元にひきます。落ち葉を

集めるのも、落ち葉を運び上げるのも、落ち葉のふとんの上でジャンプして遊ぶのもみんな楽しかったです。ぶな

じいさんに会いに行った後の楽しみは「豚汁」です。毎回、おいしくていつもおかわりをしています。中学生になっ

たら忙しいとは思うけど、今年も出来たらぶなじいさんに会いに行きたいと思っています。 

 ぼくが覚えている乙女高原の記憶は４年生ぐらいからです。４年生の時には友達とあまりうまくいっていなく

て、休みの日はひとりでゲームやカードで遊んでばかりいました。そんな時に、乙女高原でマルハナバチを観察す

るというので、親に誘われて、一緒に行きました。僕は虫が好きなので、すぐに楽しくなってまた行きたいと思い

ました。マルハナバチは丸くてかわいいし、さすことがないからです。両親と一緒にマルハナバチの観察会に行っ

た時には、乙女高原のトイレにある募金箱の中にスズメバチが巣を作っていて、母親がさされたのはショックでし

た。それからスズメバチは怖くなりました。あとは、４年生の時には、女子がいっぱいいて、男子はぼくだけでした。

女子はみんなで恋バナをしていて、マルハナバチが十数頭いたのを覚えているぐらいです。今は、友達と遊ぶよ

うになりましたが、友達と遊ばなかった時には、マルハナバチを見にいくのが本当に楽しみでした。マルハナバチ

に会いに行くのが当たり前のようになってきました。 

５年生になると、親が行かない時には、芳賀さんと一緒に行くようになりました。芳賀さんと行くと退屈しませ

ん。野いちごをたくさんとって嬉しかったし、ヤチボウズを見に行ったらぼっさぼさでよくわからなかったけれど、

楽しかったです。帰りに川で遊んで水晶探しをしたことも忘れられないし、別に楽しくはなかったけれど、川に行く

道がドロドロでクツが汚れたことも覚えています。芳賀さんに連れて行ってもらってよかったです。本当にありがと

うございました。５年生の時には、マルハナバチの紙芝居をやって、とにかく緊張しました。ぼくは人の前で話すの

が苦手でいつもドキドキしてしまいます。マルハナバチの観察会の時には、とてもレアなホンシュウハイイロマル

ハナバチを見つけたと思ったのですが、だれも信じてくれません。でも、ぼくは今でも見たと思っています。 

６年生になっていちばん良かったなあと思うのは、しかよけのさくが出来たことです。５年生までは、鹿が花が

さく草を食べてしまうので、花があまり咲かなくなって、雨が降りそうな時なんかはほとんどマルハナバチがい

ない時もありました。でも、しかさくが出来た今年の夏休みには、花がいっぱい咲いて、マルハナバチもたくさん

いてうれしかったです。あまりにたくさんいたので、夏休みの自由研究ではマルハナバチの研究をしました。マル

ハナバチが、どの花に何頭いるかを調べる研究です。やり方は２つあって、決まったルートを１時間で回ってマルハ

ナバチの種類やどんな花にきたかを調べるライン調査と、調べる花を決めて、その花に１５分間に来たマルハナバ

チを数える待ちぶせ調査です。ぼくは、どちらかと言うとじっとしている待ち伏せ調査が苦手で、ライン調査の方

が好きです。ぼくがいちばん好きなマルハナバチは、大きくて丸っこいオオマルハナバチです。次に好きなのは、

トラマルハナバチです。前は、オオマルハナバチが多かったのに、今年はミヤママルハナバチがとても多かった

です。同じ乙女高原でも年によって出てくる種類が違うのでしょうか。不思議に思いました。 

 乙女高原でなくても、ハチが飛んでいるとマルハナバチかなと思ってつい見てしまいます。マルハナバチを見

るのが習慣みたいになっています。今年の夏休みは家族で長野県の乗鞍岳に行ってきました。乗鞍岳に登ってラ

イチョウを見ることが出来たのはラッキーでしたが、標高 2,000メートルぐらいの乗鞍岳にもマルハナバチがいま

した。種類はミヤママルハナバチです。ハイマツの花だと思うところにとてもたくさん飛んでいました。 

 あとで植原先生に、ハイマツは風で花粉を飛ばして受粉するから、マルハナバチは花粉を集めないのではな

いか、と言われました。ミヤママルハナバチが花粉をつけていたかどうかまでは覚えていませんが、たくさん飛

んでいたのは本当のことです。マルハナバチもまだわかっていないことがあるのかもしれません。 

 ぼくは将来、何かの研究者になりたいと思っています。マルハナバチの研究をするかどうかはわからないけれ

ど、乙女高原のぶなじいさんやマルハナバチに会いに行くのはとても楽しいです。しかさくが出来て、乙女高原が

守られるのはとても良かったと思います。乙女高原のことは忘れないと思うし、これからも行きたいです。 

 これでぼくの話は終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※ 368 号まで記事掲載済 
 

 

●郵便振替用紙を同封しました。刊行物の購入・寄付金の送金にご活用ください。 

●２０１７年度の活動計画を同封しました。できるだけ多くの活動にご参加ください。楽しいですよ。乙女

高原フェローを目指すのもいいと思います。お待ちしています。 
 

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】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

送付しています。 


