
■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1802 号 2018.７.１.（通算 68 号） 1 

■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７０８人（２０１８年７月１日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 68 号) 2018.7.1. 

乙女高原が好き！1802 号 
 

今年も涼しい乙女高原でお待ちしています!! 
 

昨年に引き続き、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です。１０

時ころから２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。 

なお、乙女高原案内人の皆さんは、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。また、乙女高原への設置３

シーズン目のシカ柵の効果を、ご自分の

目でお確かめください。 

 
 

今年も思う存分スミレ観察! 8年目のスミレ観察会 
 

●第 1回● スミレ観察会 ４月２８日（土）  記事：植 原 

暑いくらいの日でした。集合場所は鼓川温泉の駐車場。ここから乗り合わせで観察場所に向かう予定で

したが、今年はとにかく春が早くて、乗り合せて行って同じ場所に帰ってくるよりも、それぞれの車で行き、

帰りに鼓川温泉には寄らない周遊コースをとったほうがいいと判断しました。集合したのは、はるばる県外

から駆けつけてくれた方も含めて１３人です。 

今回、講師の依田さんが急に参加できなくなってしまい、植原がその代役を努めました。とても自分の説

明や話だけでは間が持てないので、あわてて３つの「グッズ」を作りました。一つ目は、「スミレの名簿」で

す。これは急遽来れなくなられた依田さんがメールで送ってくれたもの。雰囲気は学校で使っている児童

名簿（表の左側に上から下に名前が並んでいて、右側にマスがいくつも並んでいて、テストの点とかを書き

入れるヤツ）です。観察したことなどを書き入れるのにとても便利だと思いました。依田さんから送られて

きたものは「乙女高原での発見順」でしたので、これを使いやすい

ようにアイウエオ順に並び替えました。 使ってみて、ちょっとだけ

スミレの説明を入れると、さらに使いやすくなるなと思いました。 

２つ目は乙女高原で見つかっている３０種類のスミレ全部の写真

です。１枚がＡ５の大きさ。１枚１種類ですから３０枚。これをラミネート

して「スミレ・カード」としました。 

３つ目はミニミニホワイトボードです。１人に１枚ずつペンと一緒に

渡して、これで観察会を進めようと考えました。ずっと使ってなかっ

たので、インクが出ないペンが続出してしまい、あせりました。 

鼓川温泉の駐車場にだんだん参加者が集まってきました。「時間

つぶしにちょうどいいな」と思い、「スミレ・カード」をアスファルトの

上に並べました。トランプの神経衰弱みたいです。並べただけで、

【案内人活動日】 

①７月２８日（土） 

②７月２９日（日） 

③８月０４日（土） 

④８月０５日（日） 

⑤８月１1日（土） 

⑦８月１２日（日） 
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「このスミレきれいだね」とか「去年はこのスミレを見る事ができな

かったね」など、会話が始まりました。参加者には名簿に名前と緊急

連絡先を書いていただき、スミレの名簿やスミレフィールドガイドなど

をお渡ししました。 

全員、集まったところで、はじめの会。今日の観察会の趣旨をお話

し、案内人スタッフを紹介しました。案内人では芳賀さんと井上さんが

参加してくださいました。また、「午後から都合があって・・・」と三枝さ

んがワンちゃんの散歩も兼ねて、はじめの会だけ参加してくださいま

した。ホワイトボードに自分のお名前とひとことを書いていただき、そ

れを輪になって、「せーの」で皆さんに見せるようにしていただきま

した。一人一人自己紹介していたら、観察時間が少なくなってしまう

ので、苦肉の策です。続いて、ホワイトボードに「今日、観察できるだろうスミレの種類数」を予測して書いて

もらい、その数の順に並び替えてもらいました。少ない人で５種類、多い人で１３種類を予測。さて、どうなり

ますか。最後にクイズをしました。「スミレの花びらの数は何枚ですか？」これもそれぞれの答えをホワイト

ボードに書いてもらいました。皆さんのスミレへのモチベージョンが高くなったところで、それぞれの車に

分乗して出発しました。 

観察ポイント①は焼山林道に入って、道がループになっているところ。ここで降りて「さて、ここで何種類

のスミレが見つかるでしょうか！？」と観察開始です。ここで、見つかったスミレを囲んで、スミレカードを

店開きして、「この中のどのスミレでしょう？」とクイズをしようと思っ

ていましたが、「待てよ、ここでそんなに時間を使ってしまったら、後

の観察が窮屈になってしまう」と思い返しました。結局、見つかったス

ミレのすぐ近くに、そのスミレのカードを置いて、何スミレが見つかっ

たか確かめられるようにしました。ここでタチツボ、マルバ、アカネス

ミレの３種類が見られました。 

ループの上の方では、スミレの花を解体して、花びらの数を数える

自主観察が始まっていました。スミレの花びらは、正面から見て、①上

斜め右、②上斜め左、③右、④左、⑤下と５枚あったそうです。図鑑に

よると、①②を上弁、③④を側弁、⑤を唇弁ということもわかりました。

ところで、スミレの花の後ろには「距」と呼ばれる長細い袋状の部分

がありますが、これは①～⑤のどの花びらにつながっていると思い

ますか？（ここでは答えは教えません。観察してみてね） 渡辺さん

から「侍のちょんまげみたいだね」というつぶやきがあり、「そうだね」

と大いに盛り上がりました。そこで、今後、乙女高原のスミレ観察会で

は、スミレの距のことを「スミレのちょんまげ」と呼ぶことになりまし

た。 

観察ポイント②は乙女高原自然観察路入り口付近。ここでは、新た

にフモト、アケボノ、エイザンスミレが見つかりました。バラバラに散っ

ての観察になってしまうので、ホワイトボードにスミレのスケッチをし

て、後で分かち合うことにしました。 

③は焼山峠。昨年、乙女高原３０種類目のスミレとして見つかったフ

ギレミヤマスミレ（ミヤマスミレとエイザンスミレの雑種）は健在でし

た。むしろ、昨年より増えているように感じました。ミヤマスミレもあり

ました。焼山峠には広い湿地であります。ここを見に行った何人かか

ら「カエルの卵がある！」との報告。行ってみると、確かにヤマアカガ

エルの卵塊がいくつも見つかりました。来年から「モニタリング１０００ 

アカガエル産卵調査」の調査地に加えなければなりません。耳を澄ま

すと、遠くから「ケケケケ・・・」という高い声まで聞こえます。ヤマアカ

ガエルの声です。まだ産卵しているのですね。ここでスケッチを完成

させてもらいました。 

ちょうどよい時間になったので、乙女高原まで行ってお昼にしまし

た。本当にいい天気で、お弁当もおいしくいただきました。三枝さん、

マルバスミレ 

フモトスミレ 

エイザンスミレ 
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フキの煮物をありがとうございました。ホワイトボードに描

いたスケッチのミニミニ展示会をしたのですが、さっきもい

いましたが、インクのないペンが続出で・・・失敗したなあと

思いました。昼食後、乙女高原フォーラムのちらしを配り、見

ていただきました。「これは、「日本のスミレ」の著書がある

いがりまさしさんに来ていただいた、スミレをテーマにした

乙女高原フォーラムのちらしですが、ちょうちょが写ってい

るのがわかりますか？・・・この豹柄のチョウはヒョウガラチョ

ウではなく、ヒョウモンチョウといいます。ヒョウモンチョウ

の多くはスミレを食べます。乙女高原にはたくさんのスミレ

がありますが、そのせいでしょうか。ヒョウモンチョウの種類

も数も多いです。チョウの写真の下に、イモムシがスミレの花を食べている写真があるのですが、わかりま

すか？（このちらし、とても凝って作ってしまい、たくさんの要素を入れ込んだので、写真が小さすぎて、イ

モムシがよく判りません。そこでＡ４にプリントアウトした写真を用意しました。それでも・・・どこにイモムシが

いるのか分かりにくいです！！） 

ところで、スミレは春先、花を開きますが、こんな春早くに咲くのはなぜでしょう？ 

こんな春早くに花粉を運んでくれる昆虫は来てくれるのでしょうか？ 

また、スミレの種子はこんなふうに（・・・と絵本で説明）アリが運んでくれることが判っています。 

このように、スミレがほかのものとどんなつながりを持って生きているかまで観察できたら、おもしろい

ですね」 そんな話をして、午後の観察を始めました。 

④は乙女高原の富士山が見える展望スポット付近です。新たなスミレとしてヒナスミレがありました。ヒゴ

スミレは葉はありましたが、花は確認できませんでした。時間がゆるせば谷地坊主の湿地に寄り道したかっ

たのですが、時間もなさそうだったので「島の森」を巻き込むルートを選びました。途中でフデリンドウの青

い星みたいな花が見つかるだろうと思っていたのに、ありませんでした。マメザクラもまだ蕾で、「桜守の

人々は、桜の蕾が膨らんできた様子を「笑いかけ」と言うそうです」という話を披露しました。 

⑤最後の観察ポイントは焼山の四季の森の広場周辺です。ここでは新たにニョイスミレとサクラスミレが

見つかりました。これで１１種類になりました。 

まとめとして、スミレ・カードを店開きし、唯一の小学生参加者であるななみちゃんに「今日、観察できたス

ミレのカードを全部取ってね」とお願いしました。まわりの大人たちがハラハラする中、ななみちゃんは正し

く１１枚を選ぶことができました（途中、大人たちの誘導尋問が多少はありましたが・・・）。ひとことカードを書

いてくださった方には、お礼に「スミレのポストカード」をプレゼント。「今日はいろいろなスミレを観察しまし

たが、こんなに狭いエリアにたくさんのスミレが見られました。変種があったり、雑種があったりしましたが、

それはまさに、新しい種（しゅ）が生まれようとしている現場そのものともいえます。皆さんは今日、スミレ

を通して、生物多様性を観察したといってもいいと思います。次回はきっと別のスミレが見つかりますよ。

次回もぜひご参加ください」 

これで時間通り観察会は終了なのですが、希望者で（結局、全員でしたが）次のポイントへ向かいました。

シコクスミレやオトメスミレなどが見られた場所なのですが、まだ早いのか、それらのスミレは見る事がで

きませんでした。そのかわりコチャルメルソウやコミヤマカタバミの花が迎えてくれました。 

 

●第２回● スミレ観察会 ５月１３日（日）  記事：植 原 

午後から天気が崩れるという天気予報だったため、午前中の「遊歩道づくり」をできるだけ早く終わらせ

たかったのですが、なんと 10時半には作業が終わってしまいまし

た。早くて、びっくりです。 

スミレ観察会はもともと午後からの予定でしたが、「雨が降っ

てこないうちに、森のコースの上に咲いているスミレだけでも見

に行こう」ということになり、前倒ししてスミレ観察会を始めてし

まいました。なんと 25人もの参加者がありました。草原の中は花

はまったく咲いていないように見えました。フデリンドウなどは晴

れてないと花を閉ざしてしまうので、見えないのです。森のコー

ス途中で、エイザンスミレの花を見ることができました。「てっぺ

ん」では、さすがにヒナスミレはもう終わっていましたが、タチツ

フギレミヤマスミレ 



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1802 号 2018.７.１.（通算 68 号） 4 

ボスミレやアケボノスミレ、アカネスミレを見ることができまし

た。帰って、ロッジのベンチでお昼を食べ始めたのはいいので

すが、そのうち、大粒の雨が降り出してしまったので、急遽ロッ

ジに避難し、中でお弁当を食べました。 

そして、いよいよ午後の部のスタートです。お弁当に続けて、

ロッジの中で全体での説明を済ませました。雨の中では全体へ

の説明はやりにくいと判断したからです。前回も大活躍した「ス

ミレ・カード」を使って、前回のスミレ観察会で見られたスミレを

確認したり、「サクラスミレの変わり種」の写真を見比べてみた

りしました。いよいよ、雨の中の観察です。雨が降る前の午前中

に草原の中を歩いているので、後は、車で観察地まで行って、少しだけ歩いて観察する・・・というのを２箇所

で行うことにしました。 

一カ所目は焼山峠の手前（乙女高原側）です。雨の中、森の中(林床)を25人という大勢で歩くと、たいへ

んなことになるなという経験をしました。もちろん、お一人お一人に悪気はないのですが、「塵も積もれ

ば・・・」のコトワザ通り、皆さんが写真に撮りたい花があれば、大勢が入れ代わり同じ場所で写真を撮るので、

そこの地面がみるみる荒れていくのがわかります。少ない人数だったら、ほとんど問題にならないことも、

大勢だからこそ、問題になってしまうんだな・・・晴れていればさほど問題にはならなかったかもしれないけ

ど、地面が湿っている雨の日だと余計に問題になってしまうんだな・・・ということがわかりました。このよう

な場合、（森の中を歩き回るのでなく）道だけを歩くようにするといった配慮が必要になると思いました。

反省です。 

もう一カ所での観察を予定していたのですが、「乙女高原自然観察交流会」のメンバーは、違う場所で

観察していただくこととして、人数を少し減らしていきました。そして、各々が三々五々歩くのでなく、でき

るだけ同じ道(けもの道ですが)を歩いていただくようにしました。自然へのインパクトを少しだけ減らせる

ことができました。雨の中ですが、２５人もの参加者を得て、多くのスミレを見ることができました。「大人数

での雨の森の中での歩き方」については反省です。 

 

●第３回● スミレ観察会 ５月１９日（土）  記事：依田 昇さん 

小田原を出たときは雨でした。東富士道路は 50m先が見えない濃

霧で乙女高原にはギリギリの 9時 30分に到着しました。今日の参加

者は井上さん、芳賀さん、渡辺さん、鈴木さん、渡辺さん、植原さん、

依田(三)、依田の 8名でした。二回目の観察会が一週間前の遊歩道

作りの日にあったばかり、小雨にもかかわらず 25名の参加がありこ

の日に皆さん参加されてしまったのでしょう。 

今年はスミレもその他の山草も花の咲く時期がすごく早くなりま

した。何がこの状況を作ったのか分かりませんが、来年の観察会は

日程を決めるのが難しくなりました。参加者は気心が知れた人達、

一、二回目にも参加した人、相談の結果、今日はサクラスミレに絞っ

て観察する事にしました。 

１０時出発、草原を左に横切り始めにシロバナサクラスミレに会い

に行きました。いつもの場所で 7，8株見つかりました。その後、全く離

れた別の場所でも１株見つかりました。来年は、他の場所でも見つか

る希望が出て来ました。草原にはサクラスミレが沢山咲いていまし

た。大きい花をつけた株、7～8輪の花をつけた株、同じようにロッジ

の横の林内でも見事に咲いていました。今回の観察会はサクラスミ

レの満開に合わせた会になりました。午前中残り時間に以前見つか

ったチシオスミレ、アルガスミレを見つけてみましたが残念ながら今

年は見つかりませんでした。 

昼食後、ヨモギ頭への道で、シロバナエゾノタチツボスミレが数株見つかりました。咲き始めらしくしっか

りとした姿でした。 

今日見たスミレは①サクラスミレ②シロバナサクラスミレ③シロバナエゾノタチツボスミレ④ニョイスミ

レ⑤シコクスミレ⑥ミヤマスミレ⑦アケボノスミレ⑧マンジュリカ⑨タチツボスミレ⑩ソラムキタチツボスミ

ビロードツリアブがシロバナサクラ

スミレを訪れた決定的瞬間 

ツマトリソウ 
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レ⑪キョナシタチツボスミレの 11種でした。このうち⑤⑥⑦⑧⑩⑪は１～２株見つかっただけでした。①②③

④⑨が咲き終わると、スミレは早々と来年の準備に掛かるのでしょう。久しぶりに乙女高原に来て、沢山の

サクラスミレに出会えて幸せでした。今年は、総ての山草の咲く時期が早くなった事は、四季の森でスミレ

観察会の時期に見られなかったツマトリソウの花の咲いた群落を初めて見た事です。大きな蕾のレンゲツ

ツジや、クリンソウなども咲き始めてきました。いまから楽しみな花がいっぱいの乙女高原に大感激でした。 

 

●第４回● 黄色いスミレ・ハイキング ６月２日（土）  記事：井上 敬子さん 

６月の観察交流会が日に行われました。今回は乙女高原を離れて、鶏冠山西林道を歩き、黄色いスミレ

（キバナノコマノツメ）を観察するというものでした。いつもより３０分早く道の駅に集合したのは１３名。車に

分乗して出発しました。途中の林道には、トチノキ、ミズキ、ミヤマザクラ、アイズシモツケなど木の花がたく

さん咲いていました。柳平ではレンゲツツジが満開です。高度が上がるにつれて、木々はまだ新緑の色で、

鶏冠山西林道入り口に着いた時は少しひんやりするくらいで、爽やかな観察日和でした。 

林道を歩きながら、植物や鳥など観察しました。サルオガセのぶら下がった落葉松林の中の道を登って

行くと、昨年咲き始めだったミヤマハンショウヅルがたくさん咲いていました。花の中や葉の様子も観察し

ました。楽しみにしていた花だったので、たくさん見られて嬉しかったです。また道端にはシロバナヘビイチ

ゴがたくさん咲いていました。しばらく歩くと白いクリンソウもいくつかに咲いています。ミヤマハコベやオ

オヤマフスマも見られました。咲き終わりのタチツボスミレの葉はアカフがきれいに入ったものもありまし

た。さらに進むとサラサドウダンツツジ、ベニバナツクバネウツギ、コヨウラクツツジ、ズミなどの木の花も

咲いていて、目を楽しませてくれます。ウグイス、カラ類、ホトトギス、ミソサザイ、オオルリなどの鳴き声も

聞こえて、耳でも楽しむことができました。 

そのうちにシダやコケに覆われたシラビソなどの亜高山帯の森になってきました。その森の道沿いには

咲き残りのミヤマスミレ、ピンク色の線がきれいなコミヤマカタバミ、小さな白い花がかわいいマイヅルソ

ウやズダヤクシュ、イワセントウソウ、ヤマハタザオなども咲いています。そして、何といってもこの森にふ

さわしいオサバグサやツバメオモト、タケシマランなども見られました。また、バイカオウレンやセリバオウ

レンの実も観察できました。森の中からはメボソムシクイの鳴き声もよく聞こえていました。針葉樹の甘い

香りも漂ってきて、深呼吸をしてしまいました。ツバメオモトが何かに食べられているようだったのと、昨年

は数株咲いていたイチヨウランが１株しかなかったのは残念でした。 

さらにしばらく歩いて大きな岩壁が見えてくると、いよいよ

キバナノコマノツメのポイントです。数カ所群生している所が

あります。今年は春が早く進み、花々の開花も早かったので、

どんな状態か心配していましたが、咲き終わったものはあるも

のの、まだきれいにたくさん咲いていました。（山本さんは開

花状況を確認するため、数日前に少し下の地点を見に行って

くれたとのことでした。）群生しているのは細い沢が流れ込む

所で、ツルネコノメやサワゴケなども見られました。南側は開

けていて、本来なら富士山もよく見えるポイントですが、この

日は雲の中に隠れていました。琴川の源流部にあたる谷から

はツツドリの鳴き声も聞こえてきます。ここでキバナノコマノ

ツメを眺めながら、昼食にしました。観察したり、写真を撮ったりしながら歩いてきたので、もう正午過ぎに

なっていました。 

帰りは同じ道を戻りましたが、行きに気づかなかったものを発見することもありました。花やつぼみをた

くさんつけた立派なトリガタハンショウヅルです。行きに見たものももう一度確認したりしながら、林道の入

り口に３時過ぎに到着して、解散となりました。 

この林道は落葉松林帯、広葉樹林帯、針葉樹林帯とさまざまな環境があるので、それぞれに違うものを

観察できるように思いました。そしてカエデ類が多く見られました。イタヤカエデ、ハウチワカエデ（花、実）、

コミネカエデ（花）、オオイタヤメイゲツ（花）、オガラバナ（花）などです。葉の形や葉柄の色や長さ、花の様

子など遠目に観察できました。紅葉の頃も美しいだろうな、違う季節にも歩いてみたいなと思う道でした。 

目的のキバナノコマノツメにたくさん出会え、その他いろいろな植物、鳥の声も聞けてとても楽しい観察

会でした。 

 

 

キバナノコマノツメ 
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雨の降り出しに追いつかれなかった！ 遊歩道づくり２０１８ 
 

※会員の渡辺和男さんがレポートを書いてくださいました。 
 

乙女高原の植物を保護するために毎年行われている遊歩道作り。

今年も山梨県、山梨市、乙女高原ファンクラブ主催で、ボランティア

参加者のご協力により無事に立派な遊歩道が完成しました。天気

は作業終了まで曇り空、強い日差しがなかったため作業しやすい条

件になりました。 

９時前、集合場所のグリーンロッジの駐車場には県内外から多く

の参加者が集まってきました。午後から雨の予報のため、９時半か

らのはじめの会の開始を前倒しして進めることにしました。はじめの

会の挨拶、諸連絡の後、コース別に打ち合わせを行います。おっと、

コース別打ち合わせの前に、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。田丸グリーン基金さんから助成金をいただくの

は今年で１５年目となります。 

今回の作業は痛んだ杭の打ち直しとロープ張りです。草原のコー

ス、ツツジのコース、森のコースの各コースごとに参加者が別れ、そ

れぞれスタッフの指示によって打ち合わせを行います。杭の打ち直

しが必要な箇所は事前の下見で目印として竹の棒を差してあります。

ロープ張りでは高原内への立ち入りを制限する目的で、遊歩道に

沿って立つ杭と杭の間にロープ結びつける作業ですが、結び方にち

ょっとしたコツが必要です。初めての方や１年ぶりの作業なので忘

れてしまった方がいるのでコースに出る前に経験者に手順を教えて

もらいます。作業手順が明確になったら杭、かけや、ロープなど重

量のある材料の運搬を男性陣に任せてコースに向かいました。 

作業を開始します。スタッフの指示に従って作業を進めます。まと

めたロープを解く際に絡まないように作業を進めなければなりませ

ん。「ロープを解くのに毎年苦労するんだよな」との声が聞こえてき

ますがさすが毎年参加の常連さん、コツを思い出すと流れるように

作業が進むようになりました。作業中は高原のいたるところから楽し

そうな会話や笑い声が響いてきます。普段は野鳥の声しか聞こえな

い高原がこれほどぎやかになるは本当にうれしいことですね。すべ

てのロープを張り終えるのとほぼ同時にポツリポツリと雨粒が落ち

てきました。作業終了を知らせるかのようなタイミングでの雨です。

コースに散っていた参加者は、再びロッジ前の駐車場に集合し、おわりの会で締めくくりました。 

いよいよ乙女高原の本格的なシーズンスタートです。完成したきれいな遊歩道を改めて眺めていると、大勢の人

が楽しく高原内を歩く姿が目に浮かんでくるようです。 

 
 

みんなで観察するのって楽しいね！ 

シリーズ・乙女高原自然観察交流会の記録 
 

◆ヤマアカガエルの産卵は？ 

２０１８年 04 月 07日（土）  井上敬子さんによるレポート 

 4月 7日、観察交流会が行われました。今年は春の訪れが早くて、集合した道の駅も新緑の季節になっていま

した。そんな中、初めて参加する方も含め、６名が車に分乗し、出発です。今回はヤマアカガエルの産卵調査もか

ねてということで、途中のポイントに立ち寄り、観察しました。まず金桜神社上のポイントですが、ここでは産卵

は確認できませんでした。もう３年くらい産卵は見られないとのこと。林道わきにキブシやアブラチャン、ヤナギ

の花などたくさん見られました。 

 昨年、カタクリを見つけた山の神の所に立ち寄ってみました。まだ、開いていませんが、数輪のカタクリに出会

えました。ここでは林道わきの斜面にヒナスミレがたくさん咲いていました。薄ピンクのかわいい花です。エイザ
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ンスミレも咲き始めていました。 

 次にカエル池と呼んでいるポイントです。３月の観察会で卵塊と親のヤマアカガエルも確認された所です。こ

こではもうみなオタマジャクシになっていて、小さな池の中にオタマジャクシがたくさん泳いでいます。オタマ

ジャクシが塊になっている所が２カ所あり、なぜだろう、エサになるものがあるのだろうかなど話し合いました。

ミソサザイのさえずりがよく聞こえ、タチツボスミレやアカネスミレ、ヒトリシズカも咲き始めていました。 

 しばらく行ったカツラの大木の所にも立ち寄りました。芽吹きの赤い色が遠くからもよく見えます。カツラの木

の根元まで降りて行くと、ヤマエンゴサク、コガネネコノメ、レンプクソウなどが咲き始めていました。渓流沿いに

はハナネコノメ、ツルネコノメ、ユリワサビなども咲いていました。キセキレイが岩の上で尾を振っていたり、茶色

いヘビにも出会いました。少し前の暖かさで冬眠から目覚めたのでしょうが、この日は冷え込んで、ヘビもあま

り動きませんでした。家に帰って調べたら、ジムグリというヘビでした。こんな調子で、いつものことながら、な

かなか高原にたどりつけません。 

 柳平でゲートのカギを開けて中に入り、次のポイントの湿地帯へ。ここにはヤマアカガエルの卵がありました。

１週間前に植原さんが確認した３腹と新たに確認できたものが６腹で、合計９腹でした。ここまで登ってくるとさ

すがに風が冷たく、まだ木々の芽吹きもほとんど見られません。３月の観察会で発見したシカの死骸は影も形も

なくなっていて、誰がどこに持ち去ったのか謎です。 

 昼近くになり、ようやく乙女高原へ。谷地坊主のある湿地でカエルの卵調査です。ここではたくさん見つかり

ました。１週間前のものも合わせて、２０腹もありました。まだ産んだばかりと思われる新鮮なものもありました。

流れの中にも１腹あってびっくりです。まだ新鮮で、透明できれいでした。植原さんが触っているうちにひっくり

返ってしまい、裏側には卵の一つ一つに白い点があることも発見しました。バッコヤナギは花が咲いていました。

枯れ草の上に土や枯れ葉が混ざったものがソーセージ状にあり、植原さんから「春のエボジと呼んでいます」と

の話を聞きました。エボジ･･･初めて聞いた言葉でした。ヒメツチハンミョウをいくつか見かけました。青いきれ

いなメタリックカラーです。オスの触覚の特徴を教えてもらいました。 

 ここで２人が先に下山するので植原さんがゲートの所まで

送っていき、その間に塚田さんからコケのレクチャーを受けまし

た。雌花と雄花があること、その生殖の仕方など、昼食時もこ

の話で盛り上がりました。植原さんが戻ってきてから、もう一か

所、奥の湿地も調査しました。１週間前の１腹と新たに２腹ありま

した。湿地ではクリンソウやバイケイソウの芽吹きが見られま

した。 

 昼食後、塚田さんが準備してきたコケの表示を付けながら

森のコースを登りました。ミズナラの広場のミズナラの木につ

いているコケだけでも数種類あり、３つの小さい表示板をつけ

ました。また登山道わきにも何カ所か表示を付けました。コケ

は何百種類もあり、見分けにくいので、表示板と一緒に写真に

撮ったり、見分け方を教えてもらったりもしましたがなかなか

難しいです。乙女高原でコケにも興味を持ってもらえるといい

と思いました。 

 展望台では雲も多かったですが、富士山がよく見えました。

スミレがないかと探しましたが、小さい葉がでたばかりです。

やはりまだ時期が早いかと思っていたら、紫色が目に飛びこ

んできました。スミレが一輪、それも何とエゾアオイスミレです。

上品な青みがかった色の花と、毛深い葉が出はじめたところ

でした。ここでエゾアオイスミレを見たのは初めてです。嬉し

かったです。草原を下って行くと、ツノハシバミの赤い雌花が

咲いていました。草原内には小さな草が芽吹いたばかりで、花は全くありません。ゴジュウカラやヒガラの鳴き

声やコゲラのドラミングなど聞こえてきました。 

 高原を後に、塩平への林道を下りました。途中にマンサクやミツバツツジが咲いていて、ヒカゲツツジも咲き

始めていました。自然観察路の入り口で、スミレを探しました。フモトスミレが咲き始めていましたが、以前見たエ

ゾアオイスミレは見つかりませんでした。他のスミレもほとんどありません。まだこのあたりは浅い春というとこ

ろでしょうか。塩平から西保地区の辺りは桜が満開でミツバツツジもきれいでした。下界は色とりどりにさまざま

な花が咲き、春たけなわです。この時期は高度差でさまざまな春に出会えて楽しいです。春は徐々に山を登っ

ていきます。毎週のようにその様子を見に行きたいと思う季節です。楽しく、有意義な一日でした。 
 

【ヤマアカガエルの産卵数】・2014年・・・35 腹、・15年・・・42腹、016年・・・29腹、17年・・25腹、18 年・・28腹 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM394 号まで掲載済 
 

 

●ファンクラブの予算で「センサーカメラ」を購入しました。動物などがカメラの前に来ると、自動的に写

真やビデオの撮影ができるものです。草原にこのセンサーカメラとカヤネズミ専用わな(ペットボトルの手

作りですが)を設置し、カヤネズミの存在を確かめます。次号以降で報告できると思います。 
 

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】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 

今号は普通全会員にだ

けお送りしています。 


