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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７１８人（２０１９年１月１４日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 70 号) 2019.1.14. 

乙女高原が好き！1804 号 
 

今年も乙女高原ファンが大集結!! 
～第 19回草刈りボランティア～ 

 

昨年の草刈りは、なんと雪のために中止・延期と

なりました。今年、１１月２３日の天気予報はずっと晴

で、当日も快晴でした。天気の心配がないという

のは、本当にストレスがなく、心に優しいです。８時

半からスタッフの打ち合わせ。そして受付開始。全

体の打ち合わせをした後、係ごとの打ち合わせを

すればよかったと反省しました。スタッフが共通理

解をしたり、疑問点を解決しておかないと、後から

困ってしまいます。バスも無事到着しました。で

も・・・大変だったんですよ。（仕方のないことです

が）当日の朝になってキャンセルされた方がいたり、

途中、焼山峠からはスタッフの加々美さん、小林さ

んの乗った車に先導してもらいながら来たり。じつはバスの空席が１０ほどありました。せっかくバス１台チャ

ーターできたのだから、ちょっともったいなかったです。参加者は２３８人。歴代５位の多さでした。受付でそ

の人数を様々な係・班にさばくのですから大変です。じつは参加者の皆さんにお配りしているシールがその

鍵となるアイテムです。シールには「手刈り班Ａ－１」「手刈り班Ａ－２」という感じで印字されているので、手

元に残ったシールを見れば、どの班に今現在何人配属されているかが判ります。それをみて、新たに受付

された方には少ない班に入っていただく・・・といったことができます。それでも、多くの方がいっぺんに来ら

れるので、受付はやっぱり大変です。 

中には毎年、団体で参加してくださる皆さんも大勢います。

人数の多い団体というと、ジェイチームの皆さん２３人、田丸

の皆さん 20人、金峰前山保護組合の皆さん１８人、山梨ロー

タリークラブの皆さん１７人、北奥千丈保護組合の皆さん１２人、

コロンビア・スポーツ・ジャパンの皆さん９人、西保下財産区の

皆さん９人といったところです。 
 

９時半に開会式が始まりました。お忙しい中、高木市長さん

も来て、ご挨拶をしてくださいました。雲が一つもないいい

天気でした。そして、いよいよ作業が始まりました。レンゲツ

ツジが多いエリアは手刈りで、草原部分は刈り払い機で草を

刈ります。刈った草を運ぶのは、（株）田丸さんが持ってきて

くださったゴミ収集車。刈り草だから、軽トラに載せて運ぶと

したら、かさばってしまい、大変です。ゴミ収集車なら圧縮し

て運べるので、とても便利です。今年も刈り草は３台のゴミ

収集車を駆使して、琴川ダムの残土処分場に運び入れても

らいました。 

ロープ収集係は遊歩道のロープをひたすら外して、ロッジ

の庭まで運びます。万歩計がすごくかせげる係です。そのロ

ープをロープ係がきれいに巻きなおして、ロッジの倉庫にし

記念写真  撮影 :古屋光雄さん 

ロープ巻き 撮影 :古屋光雄さん 

草運び。後方はゴミ収集車  撮影 :古屋光雄さん 
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まいます。雨宮さんがロープを巻くのに使う杭を作ってきてく

ださいました。ロッジの前では、豚汁班がゴボウや白菜を切っ

たりして、おいしい豚汁を作っています。市から給水車を持っ

てきてもらったり、大鍋を用意してもらったりして、本格的に作

ります。毎年、ゴボウと肉は藤巻さんからのプレゼントです。そ

の横では看護師資格を持つ三枝さんと町田さんがＡＥＤなど

を用意し、救護係として控えています。 

キッズ班は、乙女高原の裏山まで行って、「ブナじいさんに

落ち葉のふとんをかける」というキッズ・ボランティアに取り組

みました。ブナの巨木「ブナじいさん」はとても条件の悪いと

ころに生えています。そんなブナじいさんが少しでも元気になるよう、林道に降った落ち葉を集めて袋に

詰め、それをブナじいさんまで運んで根元に敷き入れるという活動です。子どもたちが落ち葉がいっぱい

の袋を運んでいる姿は、まるでブナじいさんにクリスマスプレゼントを運ぶサンタクロースみたいです。 

さて、「今年はどうも本部がヒマだなー」と思っていたら、それもそのはず。本部に置いてあったトランシ

ーバーは、どうもキッズ班としかつながっていなかったのです！大失敗でした。でも、おかげさまで（？）、

今までで最高に静かな草刈りボランティアでした。 

そろそろ作業終了時刻です。最後のゴミ収集車に出発していただきました。そして、彼らが帰ってきたの

を確認して、草刈りボランティア恒例、プロのカメラマンによる集合写真撮影を行いました。撮影するのは

「乙女高原の写真屋さん」古屋さんです。これが来年の草刈りボランティアのちらし写真になります。写真終

了後、「おみやげ」の袋をお配りし、次に豚汁をお配りしました。具だくさんで、おいしい豚汁でした。 

閉会式をし、スタッフで片づけ。ぼくはというと、バスに乗ってきた方と、バスの出発までミニミニ観察会。

夏の終わりに葉を広げ、冬の間（雪の下でも！）青々としているフユノハナワラビを見たり、「今が一番かわ

いくない時期です」という谷地坊主を見たりしてからバスに乗っていただきました。そして、ロッジのホール

で恒例の茶話会。一人一言ずつ感想等を言っていただきました。(植原 彰 記) 
 

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。乙女高原の自然・乙女高原の生物多様性が保全さ

れているのは、皆さんの作業のおかげです。毎年、草の成長した分を刈り取り、持ち出しているということ

は、毎年毎年、草原をリセットしているということです。だから、同じ景観が毎年見られているのです。リセッ

トしなければ、草原は「成長」・・・というか「森という次のステップに進んで」しまいます。 

皆さんが守った草原です。別の季節にも行ってみてくださいね。春はスミレがいっぱい。初夏には鳥たち

の歌声がにぎやか。夏には様々な花が入れ代わり立ち代わり咲くので、１週間違うと草原の色が違って見

えるほど。また「３歩歩けば１０種類の花に出会える」というくらい、生物多様性のホットスポットです。秋、夕

日に輝き、秋風にたなびくススキの穂は海原のよう。そして木々の紅葉・黄葉。夏の間は同じような緑色な

のに、この時期、それぞれの個性を発揮します。色も違えば、葉を落とすタイミングも違います。とはいえ、

確実に季節は寒い時期へと向かっています。冬は冬で、雪が降るとそれはそれで、楽しいことがいっぱい

です。林道は通行止めになるし、そうでなくても道路は凍結し危険が増しますので、積極的にはお勧めしま

せんが。では、また、乙女高原でお会いしましょう。 
 

昨年は、草刈りイベント初めての「中止・延期」で、計画通りできませんでした。だから、いってみれば２年

越しの開催。となると、忘れていることも多く、反省点も軒並み多いです！事実、たくさんの方から「ここは

こうやったほうがよかった」といったご意見をいただいています。このメールマガジンをお読みの皆さんも、

忌憚のないご意見やご感想をお寄せくださいね。（以下、意見・感想の一部） 
 

 良い天気に恵まれて、多くの方が協力してくださって素晴らしい活動でした。参加された皆様がよい汗をかいたと

思えることが大切だと感じています。木や花たちが十分い生きて成長することを年々目にすることはうれしいこと

です。続けることの大変さがございますが、今後もよろしくお願いいたします。ご連絡をいただきましたこと大変う

れしく思います。微力ですがご奉仕させていただきましたこと感謝です。(駒田さん) 

 私も含めて体力が無くなってきてますね。大学生年代を多く草刈りボランティアに呼び込む策があれば良いので

すが。(杉田さん) 

 受付は「〇〇大学用」「△△会社用」など名簿が細分化され過ぎていて、どれに記入してもらえばよいかわからな

い。参加者も自分がどのように申し込んでいるのかわからず、戸惑っているようだった。受付簿は「事前申し込み

済」「当日受付」の 2種類くらいでいいような気がしました。(鈴木辰さん) 

 各班への人数配分がうまくできていなかった。受付を担当する人もよくわかっていないので、受付を把握している

人が、様子を見ながら指示を出すとよかった。今回は手刈りＢに団体が入っていたのに、同じように 配分してし

豚汁作り 撮影 :雨宮浦助さん 
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まい、Ｂ班の人数が多かった。またロープ回収などは少なかっ

たように思う。(井上さん) 

 手刈りABC区分は再考の余地あり。人数と手刈りのスペースが

Bが今回は余裕があり過ぎました。(杉田さん) 

 班のスタッフ間で事前打ち合わせをしないまま、開会挨拶が終

わった流れでなんとなくスタートしてしまった。そのため人数確

認・最後尾は誰が歩く・救急用品は誰が持った・本部との連絡は

誰が行うなどなど、役割があいまいな状況だったよう。作業にか

かる前に短時間でも打ち合わせをしておくべきだった。あとで聞

いた話ですが、他の班でも打ち合わせ不十分でリーダー自身が

とまどう場面もあったようです。(鈴木辰さん) 

 ロープ外し・ロープ運びで高原に入ったら既に機械班が入って

いて、ロープがあって作業しずらそうにしていたので、ツツジエリ

ア班だったのですがそっちから外し始めました。下の駐車場あ

たりでも機械班に追われるようでしたし、作業者の近くでロープ

を外し始めると危険なので作業を止めます。やっとつつじエリア

に着いた時には遊歩道にススキが置かれていて、外しにくくなっ

ていました。草刈りとロープ外しの同時開始には無理があるよう

です。提案ですが、ロープ外しの時間を３０分くらい早めるか、

前もって外しておく方が良いです。たぶんカード外しは少人数で

事前に済ませていたと思います。その人数を増やして終わらせ

る方法もありますがこれも天候が悪いと出来ないので、２日間

天候を気にしなければならないのも大変ですよね。(菊地さん) 

 始めの会終了後、移動するときに各班が混ざってしまったので、

司会の方で誘導をしたほうが良いと思う。ちなみに手刈り班はすぐ移動して、現地で打ち合わせでよい。手刈りが

移動してから、刈り払い機の人たちが移動するといいと思った。刈り払い機の人たちも奥の方をやる人たちから

行ったほうがよい。(井上さん) 

 はじめの会が始まる前に現地へ道具類を運ぶ人を決めておいて、はじめの会が終わり次第、速やかに現地へ移

動できるようにし、現地で作業開始前の説明を行うようにした方がよいと思います。はじめの会の場所でそれぞれ

が説明を始めると声が混じりあい、説明しずらいし聞きずらいと思います。私の班は現地で説明するのでそのま

ま私について現地へ移動をしてもらいましたが、それでもすでに刈払機をもって遊歩道を歩いているのを見かけ

ました。(山本さん) 

 手刈り鎌は現地で渡すということが徹底されていなかったため、参加者が鎌を探してしまい、現地へ移動するの

がもたついてしまいました。県の手刈り鎌は現地で渡すことになっていたことから、渡す人は一人であり各班はそ

れぞれの作業場に移動するため、渡す場所そして回収する場所が明確でなく、結局は各班ごとに適当ずつ分け

てもらうことになりました。鎌ははじめから各班ごとに分けてもらっておいた方がよかったと思いました。(山本さん) 

 自分の反省としては、手刈りＡだったので、下から誘導すればよかった。うっかり皆といっしょに上から行ってしま

ったので、それもごちゃごちゃした原因だった。(井上さん) 

 手刈り作業はまずはススキの類を刈ってもらい、刈ってもらったススキを遊歩道に運び出してから、幼木の切り出

し作業をを行うのがよいと思いました。手刈り鎌と一緒にノコギリを持って作業してもらうのは大変です。幼木が草

と一緒に遊歩道に敷かれるのを防ぐと同時に、切ってもよい幼木がわかる人に切ってもらい、遊歩道でなく林の

木の下へ運んでもらえるからです。その他の人には終わってない他の班に回ってもらうか、機械刈りしてある草を

遊歩道に敷く作業に移動してもらいます。(山本さん) 

 森林コース横の機械刈りスペースではかなり運び出せないススキが多かったです。草原全体としても運べなかっ

た草が多かったと思いました。(杉田さん) 

 今年はススキが少なく、森のコースへ運びあげることが十分にはできませんでした。機械刈りした下のエリアから

運ぶには距離があって困難です。草原コースの上のエリアから運べるようにするためこのエリアの機械刈りを先

行して作業してもらえたらいいなと思います。そして手刈りが終えたら何人かは森のコースへの敷き詰め作業に

回ってもらうように指示できたらいいなと思いました。(山本さん) 

 全体の作業が終わってみんながロッジに戻って来た頃に、森コースの藁敷きがされていないことに気づいたよう

でした。何人かが慌てて刈ったススキを集めて敷いていましたが、どこか段取りが悪かったのかな？？と思いつ

つ手伝いをしました。(鈴木辰さん) 

 森のコースの遊歩道の敷き入れ作業をする人をあらかじめ、手刈り班の中で決めておくとよかった。30分くらい手

刈りをしたら、その人たちは森のコースへ移動してもらうとよい。(井上さん) 

始めの会にて高木市長あいさつ 

豚汁とお弁当、わきあいあいと 
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小さくて魅力的 コケの世界にようこそ! ! 
 

２月１７日に行う第 18回乙女高原フォーラムのテーマは「コケ」（詳しくは同封のちらしをご覧ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 1 年、乙女高原ファンクラブでは乙女高原自然観察交流会を中心に、コケの観察を行ってきました。

12 月 1日の交流会もコケの観察を中心に行いました。レポートを山本義人さんが書いてくださいました。 

 

牧丘道の駅に集合したのは井上さん、岡崎さん、鈴木さんと私の 4人、午後 3時には戻ってきたいという

合意のもとで、私の車 1台で出かけることにしました。 

杣口林道の途中で車を止めて、まずはヤドリギの観察から。ここでは黄色い実と赤い実の両方を同時に

見ることができます。赤い実はまだオレンジ色で、これから熟していくともう少し赤みが増してくるかと思

います。鳥のレンジャク仲間が実をついばみに来るのを見てみたいとは思いますが、このあたりに渡って

来る時期がわかりません。今年はじめに山中湖畔に見に行った

時には 1月下旬から 2月上旬にかけてヒレンジャクが渡って来て

いました。そこでは毎年大勢の鳥写真家たちが撮影待ちしてい

ますので、見逃すことはないでしょう。 

草刈り後の乙女高原は散髪終えた後のさっぱり感を感じまし

た。昨年はネズミの巣探しをしましたが、来年の乙女高原フォー

ラムでの講演が藤井久子さんのコケの話でもあり、今年塚田さ

んが調査してくれたコケの名札を頼りにコケを観察しようと森

のコースを歩くことにしました。 

さっそく草地にもコケがありました。花の時期だと誰にも気づ

かれずにいたと思いますが、草刈り後だと地面に青々としてい

て良く目立ちます。コケの名札がありました。ハイゴケです。ル

ーペを使って細部を観察します。そして井上さんが持ってきた

図鑑を調べてくれます。日当たりの良い至るところで見られる

ポピュラーなコケで、葉先が鎌状に曲がっていて、乾くと枝が内

向きにカールするのが特徴とあります。 

少し進んでミズナラの広場のあたりに行くといろいろコケが

出てきます。地上のあちこちに見られるのはシッポゴケです。図

鑑によるとこれもポピュラーなコケで、近縁種のオオシッポゴケ

やカモジゴケとの区別が初心者には難しいとあります。茎の長

さがシッポゴケとカモジゴケは 10㎝ほどと長く、オオシッポゴケ

第１８回乙女高原フォーラム     2 月 17 日（日） １３時～１５時３０分  

場  所  山梨市民会館４階 ４０１号室 ※駐車場は市役所跡地 

主  催  山梨市，山梨県，乙女高原ファンクラブ 

定  員  ありません。どなたでも参加できます。事前申込み不要。 

参加費  無 料 
 

【スタッフ募集！】乙女高原フォーラムのスタッフに立候補しませんか？ 会場づくりをしたり、受付

をしたり。フォーラムは１３時スタートですが、スタッフは１１時３０分に集まって準備を始めます。スタッフ

にはお弁当を準備しますので、お早めに「スタッフするよ」と事務局にご連絡ください。また、終了後、

会場で講師を囲んでの茶話会をします。参加自由です。その後、駅前の居酒屋さんで懇親会も予定

しています。参加なさいませんか？ 
 

【「街の駅やまなし」での展示】フォーラムのテーマ「コケ」にちなんで、乙女高原展シーズン１６「乙

女高原フォーラムと乙女高原のコケ」を行っています。お近くに来たおりには、お立ち寄りください。街

の駅やまなしはＪＲ山梨市駅の北、徒歩１分です。 
 

【ちらし配布にご協力を】フォーラムのちらし配布にご協力いただける方、ご連絡ください。すぐに

送ります。なお、ウェブサイトにもちらしをアップしています（乙女高原ファンクラブ検索）。 

ハイゴケ 

シッポゴケ 
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が名前とは裏腹に 5㎝ほどと短く、シッポゴケの仮根は白色で、

オオシッポゴケとカモジゴケの仮根は褐色とあります。またシッ

ポゴケとカモジゴケの葉は針状に細いが オオシッポゴケは葉

先まで一定の幅があり、乾くとシッポゴケの葉は茎に直角に向き

はバラバラで、オオシッポゴケやカモジゴケは同じ方向に鎌状

に曲がると書かれていました。近縁種が出てきた時に見分けら

れるでしょうか。 

ミズナラの樹幹にも名札が付いています。ミノゴケとヒムロ

ゴケでした。ミノゴケは茎が岩や樹幹を這い、1㎝ほどの枝をた

くさん立ち上げ葉を密集させていて、葉は乾くと褐色がかり丸

まって粒状になるとあります。またヒムロゴケは岩や樹幹を這う

一次茎とそこから立ち上がった二次茎があり、一次茎には小さ

な葉が鱗状に付き、二次茎には樹状に枝や葉を伸ばしていて、

乾くと二次茎がカールするので羽毛のように見えると図鑑に書

かれていました。幹の地際近くにもう 1種、コツボゴケもありまし

た。胞子体の朔が提灯タイプで、直立茎と匍匐茎を併せ持ち長

く伸びて先端に小株を作って群落を形成するツルチョウチンゴ

ケの仲間で、葉の上半部に鋸歯があり葉先が鋭頭なのが特徴

です。近縁種のツボゴケと専門家でも見分けが困難とあります

が、ツボゴケは雌雄同株でコツボゴケは雌雄異株なので、造卵

器と造精器が作られる時期に観察すれば判別できるかもしれま

せん。同定するには時期を変えて何度も足を運ぶ必要があり、

観察交流会の度ごとに観察を繰り返すことになりそうです。 

樹幹や足元のあちこちにコケがあって、これは何々、あれは

何々と、同じものか違うものか観察していると先になかなか進

みません。少し上がった木陰の林床にはさらにコケも多く見られ、

新しい名札が何種類かありました。まずはヒノキゴケですが、ヒ

ロハヒノキゴケという近縁種もあるようで、見分けるには朔柄

が茎の途中から出ていればヒノキゴケで、茎の基部からだとヒ

ロハヒノキゴケとのこと、コケの同定には胞子体を観察すること

も必要になります。続いてナミガタタチゴケです。スギゴケ科の

1 種で、葉は波打つような横ジワがあり乾くと縮れ、朔は細長く、

他のスギゴケ科の仲間にある朔帽の毛がこのコケにはないの

が特徴です。そしてコケのようには見えないハミズゴケがあり

ました。これもスギゴケの仲間ですがまったく似ていません。配

偶体としての葉が退化してほとんど見えない、だから“葉見ず苔”

で、長い朔柄をもった胞子体でコケとわかります。胞子体の下で

藻類のような青黒としたマット状のものは原糸体で、発達しない

配偶体の代わりに光合成をしていると図鑑に書かれていました。

シダ植物を小さくしたようなといったトヤマシノブゴケ、それに

シッポゴケと見分けが難しいと書かれていたカモジゴケがあり

ました。カモジゴケの特徴を見分けるために細部を観察します。

見分けられるようになるには何度も何度も観察する必要があり

そうです。スギゴケ仲間のコセイタカスギゴケとコスギゴケもあ

りました。コセイタカスギゴケの葉は鋸歯があり幅があるのが特

徴で、コスギゴケの葉にも鋸歯があり乾燥すると不規則に縮む

のが特徴とありました。 

地面にかがみこんで観察していると体が冷え、手がかじかん

できます。林床だけでなく樹幹上にもコケや地衣類が付いてい

ます。花の観察と違って同定作業に時間がかかります。今日は皆

さんコケに夢中で、刈り残されたマルバダケブキの果実が今日

ミノゴケ 

ヒムロゴケ 

コツボゴケ 

ヒノキゴケ 

ナミガタタチゴケ 
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は振り向いてもらえません。いつもだと立ち寄る富士山展望地に

は寄らず、草原コースを下ります。遊歩道脇にあったはずのオオカ

サゴケの名札がありません。刈り払われて無くなってしまったかと

思いましたが、ありました。塚田さんが新しく付けてくれていまし

た。 

すでに 12 時を過ぎてしまっています。雲がかかると風も強く寒

いです。ロッジ入口で風をよけながら昼食をとりました。昼食をと

り終えた後は車で下の草原脇の駐車場まで移動し、湿地帯のコケ

観察もしてみました。水辺にあったのはフロウソウでしょうか。

何々ゴケとは呼ばれないコケの 1種です。他にも岩に張り付いた

コケたちがありました。クリンソウも果実から黒いタネをこぼれ出

していましたが、観察対象からは外れて関心を持たれず、いつも

は主役のヤチボウズも今日は寂しげでした。 

焼山峠まで下っていくと、まだ少し時間があるので琴川ダム展

望台の方へと回ってみようということになりました。展望台からは

金峰山が良く見えていました。いつもとは反対側から見下ろす琴

川ダムも新鮮でした。焼山峠へと戻る途中で、このあたりにクロウ

メモドキの黒い実があったはずという場所で車を降りて探してみ

ました。数個の実が枝に残っていました。また近くにはイケマの果

実がたくさん付いていて、裂けて飛び出たタネの羽が日の光を浴

びて輝いていました。ツル

ウメモドキの実も残ってい

ました。オニツルウメモド

キかもしれません。ツルウ

メモドキの葉は両面とも毛

が無く、オニツルウメモド

キの葉裏の葉脈上には毛

があるということですが、

残念ながらすでに葉は落

ちてしまっていてわかりま

せん。来年の課題にして

おきましょう。焼山峠の近

くまで戻ったところで同

乗者から「あの赤い実は

何？」と声がかかり、カン

ボクの実ではないだろう

か、そうであれば見てみ

たいと車をとめて降りて

みました。ルビーのよう

なカンボクの赤い実がま

とまって日に輝いていて

きれいでした。 

花のない時期でしたが、

塚田さんが付けてくれた

名札のお陰でコケ観察を

して乙女高原を楽しむこ

とができたことに感謝で

す。来年度のイベントの一

つとしてコケ観察会を加

えてもらってもいいので

はないでしょうか。 

ハミズゴケ 

トヤマシノブゴケ 

カモジゴケ 

コセイタカスギゴケ 

コスギゴケ 

オオカサゴケ 

フロウソウ 
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３月１０日(日)午後２時 

山梨市役所牧丘支所 
２階会議室 

2019～2020(2 年間) 

世話人への立候補 

お願いします 
 

 

 

出欠ハガキの投函を 

よろしくお願いします。 

２０１８年度 定期総会にご参加を 
 

「乙女高原の自然を次の世代に」を合言葉に活

動してきた乙女高原ファンクラブもいよいよ１８

年目に突入です。 

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。「子どもたちとキャンプを

したい」「フォーラムに○○さんを呼びたい」な

ど，アイデアを出し合いましょう。 

また，今回は世話人の改任があります。「乙女高原の自然を次の世代に」譲り渡すために２年間，力

をお貸しいただける方，ぜひ立候補をお願いします。乙女高原は市民によるボランティア活動団体で

す。「この指と～まれ」の指にとまるくらいの気楽な気持ちで立候補してください。できるだけたく

さんの世話人の方々で支える乙女高原ファンクラブにしていきましょう。 

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。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さな草原の、大きな挑戦 ～乙女高原の生物多様性保全大作戦～ 

乙女高原の「兄弟草原」と言える甘利山（韮崎市）の、乙女高原ファンクラブの「兄弟クラブ」といえる「甘利山

倶楽部」総会後の講演会で、乙女高原ファンクラブ代表世話人の植原さんが標記のテーマでお話することにな

りました。一般の方も聴講可能だそうです。ご都合がつくようでしたら、ぜひどうぞ。 

●日時 ２月２日（土） １時から総会、１時３０分から講演（９０分間）、３時から交流会、３時３０分終了の予定 

●場所 韮崎市民交流センター・ニコリ （韮崎駅前。0551-22-1121 韮崎市若宮 1-2-50） 

乙女高原フェローへのお誘い 
 

乙女高原ファンクラブの活動（※）に参加してスタンプ 10 個集めると「乙女高原フェロー」と認められ、乙女高原

フォーラムで記念品が贈呈されます。乙女高原ファンクラブ会員がこの奨励制度に応募するには「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」を押してもらうことが必要です。フェロー制度参加証の有効

期間は発行日から３年間です。なお、参加証発行日以前に参加した活動については、2017年 4月 1日以降の活動に

限り、かつ、発行日から過去 1年間に遡り有効です。 

 

※フェロー認定の乙女高原ファンクラブの活動 

・乙女高原フォーラムに参加すること（必須 ただし中学生以下は必須としない） 

・遊歩道作りに参加すること（必須 ただし中学生以下は必須としない） 

・草刈りに参加すること（必須 ただし中学生以下は必須としない） 

・世話人会に参加すること 

・スミレ観察会に参加すること 

・マルハナバチ調べ隊に参加すること 

・ヤマアカガエル産卵調査に参加すること 

・自然観察交流会に参加すること 

 

○メールマガジンや会報、ブログでお知らせした活動で、重複して参加できます。 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM403 号まで掲載済 
 

 

●このたび乙女高原ファンクラブが「やまなし おもてなし表彰」をいただくことになりました。これは「旅

行者の立場に立って、旅行者をもてなす活動をしている個人や団体」を表彰するもので、市町村長等からの

推薦を受けて知事が決定することになっています。 
 

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 

今号は普通全会員にだ

けお送りしています。 


