
 

 

 

 

 

 

フジバカマの里親の追加募集を行います。 

 新しい年を迎え、里親の皆様には昨年に引き続きフジバカマの管理をよろしくお願

いします。昨年は、里親の皆さんのご協力のお蔭でフジバカマも順調に育ち、９月の

天候も良かったことでアサギマダラが沢山訪れ、来園者の皆様に大変喜んでいただき

ました。 

 昨年１１月に里親の皆さんの 

ご協力をいただき、４年目のフ 

ジバカマの植え替えと、増床し 

た畝への移植をして頂きました。 

 新しい畝は約９０㎡で８名ほ 

どの里親の方の受け入れができ、 

昨年までの里親の方で都合でや 

められた方の分を含めて、約10 

名の里親を新たに募集します。 

 現在、５５名の里親のみなさ 

んにご協力いただきフジバカマ 

の管理をしていただいています。 

 ４月以降は、フジバカマの畝の総面積が７５０㎡で、総株数が約４０００株となり

ます。 

  追加募集へ里親の皆さんのご協力を 

里親の追加募集に当たり、実際に里親 

としての経験のある皆様に、是非生の声で 

希望者の勧誘をお願いします。 

募集期間は、３月２０日（火）まで。 

４月に里親説明会を現地で行います。 

 

詳しくは、役場産業振興推進室 

商工観光係（８５－５８６４）へ  
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春を待つアサギマダラの里 

昨年の説明会の模様 



   

 昨年は天候に恵まれ、沢山のアサギマダラが集まってきたことと併せて、今まで以

上に多くの皆さんがマーキングに取り組んでいただきました。アサギマダラの里から

放蝶された蝶のうち２９頭が再捕獲されました。 

「あさぎまだらの里」でマークされ再捕獲されたアサギマダラ 

 再捕獲 再 捕 獲 地 再捕獲者 放蝶 放 蝶 者 

1 10/1 愛知県西尾市三ヶ根山 石浜 芳彦 9/20 平沢 正典 

2 10/4 愛知県西尾市三ヶ根山 榊原 君江 9/23 小林 永佳 

3 10/4 愛知県西尾市三ヶ根山 石浜 容子 9/22 清水 四朗 

4 10/5 岐阜県多治見市笠原町 小林 栄一郎 9/27 春日  要 

5 10/5 京都府西京区嵯峨水尾 金田  忍 9/20 加藤 清人 

6 10/5 京都府西京区嵯峨水尾 金田  忍 9/20 加藤 清人 

7 10/7 京都府西京区嵯峨水尾 金田  忍 9/13 清水 四朗 

8 10/7 愛知県西尾市三ヶ根山 嶋崎 幸枝 9/26 平沢 正典 

9 10/7 愛知県新城市作手保永 星野 京子 9/25 平沢 正典 

10 10/8 愛知県岡崎市綱町 宇野 博子 10/3 加藤 清人 

11 10/9 愛知県西尾市三ヶ根山 石浜 芳彦 10/1 山本 照美 

12 10/9 愛知県西尾市三ヶ根山 石浜 芳彦 9/23 加藤 清人 

13 10/10 愛知県尾張旭市森林公園 不 明 9/10 高坂 益男 

14 10/12 愛知県西尾市三ヶ根山 星野 京子 9/10 高坂 益男 

15 10/12 愛知県西尾市三ヶ根山 星野 京子 9/27 平沢 正典 

16 10/13 愛知県西尾市三ヶ根山 鷲塚 廣晴 9/29 櫻井 正人 

17 10/13 愛知県田原市衣笠の森 佐藤  豊 10/1 清水 四朗 

18 10/13 愛知県新城市作手保永 星野 京子 9/30 加藤 悠真 

19 10/18 静岡県富士吉田市星山 佐藤 正安 9/22 酒井  孚 

20 10/18 愛知県日進市バタフライＧ 飯塚 満智子 9/19 平沢 正典 

21 10/20 愛知県西尾市三ヶ根山 大谷  純 9/25 浜  裕子 

22 10/20 愛知県豊橋市多米町 松井 満雄 9/20 不 明 

23 10/24 愛知県西尾市三ヶ根山 鷲塚 廣晴 9/30 清水 四朗 

24 10/26 愛知県西尾市三ヶ根山 嶋崎 幸枝 9/20 清水 四朗 

25 10/26 鹿児島県喜界町滝川林道 福島  誠 9/11 田中  勉 

26 10/31 静岡県掛川市倉真真砂館 鈴木  昭 9/18 小林 あいり 

27 11/1 愛知県西尾市三ヶ根山 榊原 君江 10/1 大谷  純 

28 11/4 高知県室戸市室戸岬町 藤井 大樹 9/28 平沢 正典 

29 11/11 沖縄県中城村中城城址 比嘉 正一 10/1 大谷  純 

※ NO13とNO14は同じ蝶の再捕獲、再再捕獲になります。 

２０１７年 アサギマダラの里からの移動情報 



 

 

 

 

 

２０１８年度 フジバカマの里親現地説明会の開催 

 例年にない厳寒の冬が過ぎ、暖かな日差しが日に日に強くなってきました。 

 昨年１０月にアサギマダラが南下して以来早くも半年が経過し、間も無く新しい世

代のアサギマダラが北上を始める季節になりました。 

 今までの経験から、北上してくるアサギマダラが宮田村にやってくるのは５月中旬

以降になります。ただ、秋のように吸蜜植物がこの辺りにはないため、沢山のアサギ

マダラが集まって見られることはありませんが、「アサギマダラの里」でも例年何頭か

のアサギマダラを見ることが出来ますので、５月中旬に 

なったら注意して見てください。 

 昨年11月に、里親の皆さんのご 

協力をいただき、初めて株分け作 

業と増床したところへの移植作業 

をしました。 

 これによって、アサギマダラの 

里は、フジバカマの植わっている 

畝の面積は７５０㎡で、株数は約 

４０００株になっています。 

 里親の皆さんは、新たに募集して 

いる皆さんを合わせると、６０数名 

になる予定です。 

里親現地説明会  雨天実施 

現在の里親の皆さんはすでに管理方法は熟知されていると思いますが、下記 

により、新たに里親になられる皆さんを含めて現地説明会を開催しますのでご参加く

ださい。 

       記 

１ 日 時  ４月２２日（日） 

       午前９時より１時間程度 

２ 場 所  アサギマダラの里 

３ 持ち物  作業できる服装 草かき等 
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 今年もアサギマダラがやってきました！ 

 今年の春は、暖かい日が続いていたのでぼつぼつ北上して来るのではないかと期待

していましたが、今月15日にアサギマダラの里に初飛来しているのを確認しました。 

 13日に塩尻市で飛来を確認し 

たという情報がありましたので、 

アサギマダラの里へも近い内に来 

るとは思っていましたが、かなり 

早い飛来になりました。 

 一昨年、昨年は、25日前後に初 

飛来を確認していましたが、今年 

は異常に暖かい日が続いたのが影 

響したのか、１０日近く早い北上 

個体の確認になりました。 

 アサギネットの情報でも、九州 

四国への飛来も１週間以上早いと 

の報告がされていましたので、全国的に北上が早まっているものと思います。 

 また、南西諸島方面では羽化している蝶の数がかなり多いという情報もありますが、

逆に本州では冬の低温が響いたのか、少ないとの報告もありますので、実際どうなの

か注目していきたいと思います。 

 これから、７月頃までアサギマダラが北上してきますが、アサギマダラの里で見ら

れるのは６月初旬頃までで、その後は寺沢林道で咲き始める「ヒヨドリソウ」へ集ま

って来ます。是非アサギマダラの里へ出かけてアサギマダラを見てください。 

里親現地説明会と作業を行ないました。 

昨年増したフジバカマの里親を追加募集したと

ころ、９人の方が応募していただきました。里親の

皆さんは全員で６４人（内村外１０人）となり４月

２２日に現地説明会と作業を行いました。昨年株分

けをしたところの発芽が芳しくありませんが、徐々

に増えてくると思います。 

今年１年よろしくお願いします。 

現在フジバカマは、大きいので30㎝ほどに成長

していますが、一部の区画に雑草が茂って来まし

たので、早い時期に除草をお願いします。 
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  フジバカマの苗がピンチ！ 

  関東甲信越は、観測史上初めて６月末に梅雨が明けたと伝えられましたが、それ

から１週間近く雨の日が続き、西日本では大きな災害が発生してしましました。被

害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げます。 

  ６月中旬頃から以降に、アサギマダラの里 

 へ作業などで行かれた方は気づかれているか 

と思いますが、昨年株分けをした西北の３畝 

のフジバカマが、①の写真の様な大変な状況 

になっています。 

 アサギマダラの里を整備し始めて４年が経 

ちましたが、今までフジバカマが虫の害に遭 

ったことはほとんどありませんでしたが、今 

回は葉が透けて見えるほどひどい食害に遭っ 

ています。 

 フジバカマはご存知のように、ピロロリジ 

ンアルカロイドという毒性植物で、好んで食 

べる虫はいないと思っていましたが、②の写 

真の葉の左上にいる「ウリハムシ」が犯人 

（虫）ではないかと思われます。 

 

ウリハムシは、キュウリなどのウリ

科の葉を食べることで知られている

甲虫ですが、葉脈を残して葉を円弧

状に食害し、葉を穴だらけにして、

ひどい場合は葉が網目状になって幼

苗期の食害は成育が抑制され、場合

によっては植え替えが必要になると

言われています。（写真②の葉の下）、

被害の状況から見るとウリハムシが

一番有力ですが、もう少し調べて 

対策を検討したいと思います。 

有効な対策等ありましたらお寄せ下

さい。 
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① 虫害に遭ったフジバカ

② ウリハムシの成虫 



アサギマダラの里のガイド養成講座を開催します。 

  昨年に引き続いて、アサギマダラの里ガイド養成講座を開催します。 

   アサギマダラの里に来ていただくお客様に、少しでもアサギマダラやフジバカマ

の事を知っていただけるよう、アサギマダラの里ガイドの認定制度を設けました。

昨年は、１０人の方が講座を修了して、ガイドとして活動していただきました。 

   ガイド登録していただいた方には、自分 

  の可能な時間に里に来ていただき、自分の 

  できる範囲で説明をしていただきました。 

   マーキングの仕方の手ほどき受けたり、 

アサギマダラの不思議な生態の説明を聞い 

て喜んで帰られた方が沢山しました。 

 是非講座を受けて自分自身の知識をレベ 

ルアップしたり、少しでも多くの方にアサ 

ギマダラの魅力を伝えていただくお手伝い 

をお願いします。 

 なお、今回はガイド登録まではできない 

けれど、講座を受講したいという方も歓迎 

しますので、是非多くの里親の皆さんも受 

講してみてはいかがですか。 

  アサギマダラの里ガイド養成  第１講座 

    日 時    ８月４日（土） １０時～１２時 

    会 場    宮田村民会館 第３研修室（２階） 

    講座内容   ① アサギマダラの生態 

           ② フジバカマの生態 

  アサギマダラの里ガイド養成  第２講座 

    日 時    ８月２５日（土） １０時～１２時 

    会 場    宮田村民会館 第３研修室（２階） 

    講座内容   ① マーキングの意義と正しい仕方 

           ② 写真撮影のポイント 

           ③ 村の観光情報 

 

   以上の２講座を受講された方は、ガイドとして登録する資格を有します。受講申

し込みの時に意向をお伺いします。（後日の変更も可能です） 

  ※ 受講要件は特にありません。村外に居住の方でも結構です。 

  ※ 講座受講申し込み先 宮田村役場 産業振興推進室 商工観光係 

            電話 ８５－５８６４  FAX ８５－４７２５ 

            e-mail  sangyo@vill.miyada.nagano.jp 

受講個望者は事前の申し込

みをお願いします。 

申込先 宮田村役場  

産業振興推進室 

商工観光係 

☎ ８５－５８６４ 

� ８５－４７２５ 

昨年のガイド養成講座の模様 



 

 

 

 

 

 

フジバカマの苗再生 

 アサギマダラの里のフジバカマが、虫の害で幼苗 

が食い荒らされて慌てましたが、時期が来たのか害 

虫の姿が見えなくなって、被害に遭っていた苗の先 

端に新芽が伸び始めました。このまま順調に成育す 

ることを願います。 

 

雑草の除去をお願いします。 

               連日の猛暑が続き 

              フジバカマの圃場にも雑草の目立つところが見受

けられます。大変な作業ですが、雑草取りにご協

力をお願いします。 

               雨が降らない日が続き、フジバカマにも枯れ葉が

目立つようになりなりましたので、７月２４日に

約3.5ｔの水を汲んで撒きました。 

 

ウスユキソウ等の高山植物にも関心を！ 

 

 

  

 

アサギマダラは現在、中央アルプスの中腹の宮田高原より高いところで暑さから逃れ

て生活をしています。ぼつぼつ次の世代の成虫が現れる時期になってきますが、今年

の暑さはどんな影響を与えるか心配です。 

 

さて、宮田村の特別シンボルとして「コマウスユキソウ」が指定されて今年で２０

年目の節目を迎えます。それを記念してウスユキソウを市や村の花に指定している自

治体や、高山植物を保護する団体、また、観光振興に取り組む団体などによるパネル

ディスカッションや、「中央アルプスの高山植物 その特徴と保護にむけて」と題し

た県環境保全研究所の研究員による基調講演も行なわれます。 

 里親の皆さん是非「ウスユキソウサミット」にご参加ください。 
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宮田村の特別シンボル「ウスユキソウサミット」開催 



 

 

  

 

 

第３回 アサギマダラサミット開催 

 今年で第３回を迎えるアサギマダラサ 

ミットが、村内外から１００人の参加者 

を迎え９月８日（土）に宮田文化会館で 

開催されました。 

 今年の基調講演は、アサギマダラの会 

の事務局として活躍されている京都府の 

藤野適宏さんから「アサギマダラの旅と 

吸蜜植物」と題して約１時間に渡って講 

演頂きました。 以下講演要旨 

 アサギマダラの長距離移動が実際に証 

明されたのは、１９８１年に鹿児島県の 

種子島からマークされた蝶が、三重県 

と福島県で再捕獲されたことによります。以降全国の研究者や愛好家によるマーキン

グ調査で、少しづつ移動ルートが分ってきました。 

 現在では、全国で５００人の愛好家が１０万頭にマークして、約１０００頭が再捕

獲されています。再捕獲率は１％ほどです。 

 吸蜜植物は地域によって異なり、南西諸島では「モンパノキ」や「スイゼンジナ」、

九州や本州の海岸部の春は「スナビキソウ」秋は「ツワブキ」、本州の高原部（宮田村

を含む）では夏「ヨツバヒヨドリ」秋は「フジバカマ」の蜜を求めてアサギマダラは

移動をしていきます。 

 

また、アサギマダラは花だけでなく、春

先は花が枯れた植物にも汁を求めて訪

れることも良く見られます。（アサギマ

ダラの里でも５月に北上してきたアサ

ギマダラを確認しています。） 

 是非皆さんもマーキングに挑戦して、

アサギマダラの不思議な生態を解明し

てください。 

発 行 が 遅 れ て        

申し訳ありません。 
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北上して来たアサギマダラ 

講演会の模様 



第３回 アサギマダラフェスティバル開催 

 第２回の昨年は、台風直撃予報でやむなく中止にせざるを得ませんでしたが、今年

は素晴らしい晴天に恵まれ第３回のアサギマダラフェスティバルを開催することがで

きました。 

 

今年も、９月に入って少しづつア

サギマダラの飛来数が増えはじめ

ましたが、７日か秋雨前線が日本

列島に張り付いたため連日雨が続

き、一昨年のようにいつアサギマ

ダラの移動のピークがあったのか

わからなくなるのではないかと心

配しました。 

中旬からは晴れ間も多くなり、それに伴って多くのアサギマダラが飛来するようにな

り、お客様も徐々に「里」へ見学に見えられるようになりました。アサギマダラの里

も少しずつ知名度も上ってきたこともあり、県外からも多くの方がわざわざアサギマ

ダラを見に来ていただきました。 

 フェスティバルは、９月２３日（土）に、村商工祭と、タカノ㈱さんのルビーの里

駒ヶ岳ガーデンのアカソバ畑開放と連携しての開催となりました。 

 午前中は３人の講師による写真撮影の講習会、午後は信州アサギマダラの会会員の

講師によるマーキング講習と体験が行われました。この日マーキングしたアサギマダ

ラの内６頭が各地で再捕獲され、現在一番遠くで捕獲されたのは鹿児島県で,１１２１

Kmを飛んでいます。 

移動の詳細情報は次回でおしらせします。 

 

  アサギマダラの里へ飛来       アサギマダラの里から飛翔 

  長野県内から ９頭   長野県内へ ５頭   愛知県へ  ３頭 

  富山県から  １頭   静岡県へ  １頭   三重県へ  ２頭 

  福島県から  ３頭   京都府へ  ３頭   滋賀県へ  １頭 

  群馬県から  １頭   兵庫県へ  １頭   岡山県へ  １頭 

  静岡県から  １頭   徳島県へ  ５頭   高知県へ  ３頭 

  山梨県から  ２頭   長崎県へ  １頭   鹿児島県へ ５棟 

  不明     １頭  計１７頭         計   ３４頭 

 

第３回 アサギマダラフェスティバル 



※里親の更新確認について 

 今年１年間、里親としてフジバカマの管理を頂き、沢山のアサギマダラが飛来して

皆さんを喜ばしていただき、誠にありがとうございました。  

 来年も引き続き里親をお願いしたにのですが、体調等の理由で里親が難しい方につ

いては、１月中に退任したい旨を役場産業振興推進室までお申し出ください。       

 

 


