
 

 

 

 

 

フジバカマの移植作業を行いました 

 １１月２日の土曜日に里親の皆さんのご協力を頂きフジバカマの移植作業を行いました。 

今回は２年目に造成した畝で、当初から 

土目が合わなかったのか年々フジバカマが 

弱ってきたので、土の入れ替えをしてから 

移植を計画しましたが、苗を抜き取ってか 

ら造成をして改めて移植と人手が２回必要 

になるためどうやって段取りをするかが課 

題でした。 

 そんな折、里親でもあるLIXILさん 

が社会貢献事業の一環で抜き取り作業 

をしていただけることになり、10月30      LＩＸＩLの社員の皆さんの作業風景 

日に社員の方60人が作業をしていただきました。花が咲かなかった割には地下茎が沢山残っており、

1時間ほどかかって株の抜き取りを終えることが出来ました。社員の皆さんに感謝です。 

 その後畝の土をすべて剥ぎ取って処理し、新しい土を入れるとともに、連作障害対策として木質堆

肥をすき込み新しい移植床を造成しました。今回造成に合わせて各畝のＰＨ（水素イオン濃度）を測

定し、フジバカマの生育が良いところは弱酸性に近く、生育の悪い畝は中性に近いことが分かったの

で、酸性の強い木質堆肥が連作障害対策と合わせて適していると判断してすき込みました。来年の結

果を見て他の畝も同じ対応をしたいと考えています。 

植替え用の苗が少ない心配が有ったので、 

お話になっている大町市の古川さんのご厚意

で事前に約300株を分けていただき、これと合

わせて造成した畝に 11 月 2 日に里親のみなさ

ん約 30 人のご協力を頂き移植作業を行いまし

た。 

 来年沢山の花が咲き、その上をアサギマダが

乱舞することを期待したいと思います。

アサギマダラの里 里親通信 2019/11 VOL 36 

 

 役場 産業振興推進室 商工観光係 

       TEL ８５－５８６４ 

       

里親の皆さんの作業風景 



 

 

残念だった今年のアサギマダラの飛来 
 一年間里親の皆さんにご協力いただいたフジバカマですが、天候や連作障害の影響が出たのか

今年の状態はあまりよくありませんでした。 

 また、アサギマダラの初飛来も例年より10日も遅れて９月１２日になり、それ以降も一向に飛

来数が増えず、当初計画したフェスティバルも一週間延期して実施しましたが、満足できる飛来

が見られないまま今年のシーズンが終わりました。 

  今年も沢山のアサギマダラの 

乱舞を期待して、長野県内はも 

ちろん県外からも多くの見学者 

の皆さんがお越し頂きましたが 

がっかりして帰られた方も少な 

くありませんでした。 

 アサギマダラの飛来が少なか 

った理由として考えられるのが、 

９月のアサギマダラの移動時期 

に高温の日が続いたことで、涼 

しい高い山の中を移動して行って 

しまった事が考えられます。その表れが下伊那の泰阜村にある「あいパークやすおか」は標高800m

ほどの山頂にフジバカマが植えてあるため、例年に比べて今年は飛来数が大変多かったと聞いて

います。 

 飛来数の少ない影響で、宮田村以外でマーキングされたアサギマダラの再捕獲も少なく、例年

１５頭ほどの再捕獲がありましたが、今年は半分の７頭に止まっています。 

また、アサギマダラの里でマーキングした蝶の数も五分の一ほどでした。 

※アサギマダラの里での再捕獲データ（10月10日現在） 

NO 捕獲日 標   識 捕 獲 者 標  識  地 

1 24-Sep MZA SHO167  9・10 加藤清人 群馬県 嬬恋村 

2 24-Sep HHI NPS 1308 9・19 加藤清人 長野県 大町市 

3 24-Sep KNP11 8・26 RNK 加藤清人 照会中 

4 26-Sep 8・17 FMS 178 フジ山 平沢正典 静岡県 富士宮市 

5 27-Sep カミゴウ???：9・25 461 菊地正敏 群馬県 東吾妻町 

6 1-Oct デコ SRS 1208 8/25 加藤清人 福島県 北塩原村 

7 2-Oct NUK 9/25  ヌカ G (タカ G？） 加藤清人 照会中 
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アサギマダラより見学者の方が多い日も 



第４回アサギマダラシンポ＆フェス開催 

 昨年まで県内外でアサギマダラを活かした地域づくりに取り組んでいる方々をパネラーにお招

きしてサミットとして開催していましたが、今年はもっと具体的な課題等を話し合い、今後の取

り組みの参考にしてもらえるようシンポジュームとして開催しました。 

 午前中の意見交換会には、 

４県から１２人の方に参加 

頂き、意見交換を行いまし 

た。 

 共通の課題として、吸蜜 

植物のフジバカマの連作障 

害が話題になりました。三 

重県津市の太郎生では今年 

特に障害がひどく、お祭り 

を中止せざるを得なかった 

事例が出されましたが、ア 

サギマダラの里でも今年は 

連作障害と思われる症状が顕著になってきました。元神戸大学教授の伊藤先生からは、他の植物

との混植や輪作、バーク系の堆肥の投入などのアドバイスを頂きました。また、大町市のっぺ山

荘の古川ご夫妻からは、実際に自分の畑で行っている株分け時の堆肥投入について説明を頂きま

した。 

 午後は「秋の七草のフジバカマ」と題して伊藤先生の基調講演を聴講しました。 

 フェスティバルは、当初予定した日にアサギマダラの飛来数が少なく１週間延期しました。例

年に比べるとかなり少なかったですが、それでも今シーズンでは最も多くの飛来があり、写真撮

影講習やマーキング講習、体験もすることが出来ました。 

 今年は本当に飛来数が少なく、見学に訪れた方には気の毒でした。来年に期待したいと思いま

す。 

 

 
今年のフジバカマは連作障害の影響か今までで一番悪い状況でした。一番生育状況の悪い畝に

ついて土の入れ替えとバーク系の堆肥等の投入をして植替えを行ないます。その状況を見て今後

の参考にしたいと思います。 

作業日時  １１月２日（土）９時００分～１時間ほど 

＊ＬＩＸＩＬさんのボランティア作業で事前に株の抜き取りをしていただきますので、 

当日は植え付けが主な作業になります。 

持 ち 物   鋤簾（ジョレン）のような土が掘れるもの 

 

株分け作業にご協力をお願いします。 

 

アサギマダラシンポジューム 基調講演 



 
１ 

 

 

 

間もなくアサギマダラ飛来の季節です！ 

 暑い夏が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？  

季節は立秋を過ぎ、間もなく秋風の季節になるとアサギマダラも南を目指して旅立ちが始まり

ます。昨年は９月の上旬が長雨で移動が少し遅れましたが、中旬以降は沢山のアサギマダラが訪

れて、皆さんを楽しませてくれました。 

今年はどんな移動の年になるでしょうか。楽しみです。今年の目標は沖縄本島より南です。 

 

アサギマダラの飛来シーズンに向けてイベントを計画していますので是非ご参加ください。 

◇アサギマダラシンポジューム  会場 村民会館 

 日 時  ９月７日（土）  

１０時３０分～  アサギマダラで地域の活性化に等に取り組む人たちの意見交換

会  一般傍聴可 

１３時００分～  講演会 

 基調講演「秋の七草のフジバカマ」 農学博士 伊藤一幸氏 

 報告講演「長野県に関わるアサギマダラの移動」 田原富美子氏 

 

◇アサギマダラフェスティバル 会場 アサギマダラの里 

日 時 ９月２２日（日）１０時～ 写真撮影講習会・撮影会 

             １３時～ マーキング講習会・マーキング体験 

                   小中学生のマーキング交流 

 

  ※詳細は同封のパンフレットをご覧ください。 

 

除草
   アサギマダラの里のフジバカマも少しずつ花芽が見られるようになってきました。９月に

入るとアサギマダラの飛来も見られるようになり、アサギマダラを目当てのお客様も来園さ

れます。 

    アサギマダラとお客様を気持ちよく迎えられるよう、管理区域の除草をお願いします。   

雑草の多い区画は雑草に負けてフジバカマの生育も遅れていますので、是非ご協力をお願い

します。 
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アサギマダラの里に関わる今年の事業スケジュール 

 

 早いもので今年も前半が終了し、里親の皆さんの管理によってフジバカマもかなり大きくなって

きましたが、株分けの時期が遅かった影響で西側の通りは遅れが目立っています。 

 ５月から６月に北上してきたアサギマダラも今は高山へ移っていて、アサギマダラの里では見る

ことは出来ません。９月に沢山のアサギマダラが飛来することを楽しみに待ちたいと思います。 

 さて今年もアサギマダに関わるいろいろな事業の計画をしていますので、是非多くの里親の皆さ

んにもご参加お願いします。 

 

１ アサギマダラ講座 ＝ 多くの皆さんにアサギマダラに関心を持ってもらい、アサギマダラの里を盛

り上げることを目的に、昨年のガイド養成講座を一般も対象にして開催します。 

  第１・２講座  ７月２８日（日） 午前１０時～「アサギマダラの生態」 

                   午前１１時～「アサギマダラの里の蝶」 

  第３・４講座  ８月１０日（土） 午前１０時～「マーキング調査について」 

                                   午前１１時～「シャッターチャンスを逃  

                                       がさない」 

  会場は全講座とも「村民会館」で行います。 

 

２ アサギマダラシンポジューム ＝ 昨年までのサミットの内容を少し変えて、午前と午後の２部構成

として開催します。 

  日 時 ９月７日（土） 午前１０時３０分～１２時 「意見交換会」 

  会 場 村民会館 

アサギマダラで地域の活性化等に取り組む皆さんや愛好家の皆さで、現状の課題や今後

の活動について意見交換を行います。一般参加可。 

 

 同 日 午後１時～３時「講演会」 

   基調講演「秋の七草のフジバカマ」 元神戸大学教授 伊藤 一幸さん 

      報告講演「長野県に関わるアサギマダラの移動」 

ついつい企画 田原 富美子さん 
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３ アサギマダラフェスティバル ＝昨年同様アサギマダラの里で開催します。 

   日 時 ９月２２日（日）午前１０時～１５時 

  会  場 アサギマダラの里 

  内 容 午前 写真撮影講座・撮影会    

午後 マーキング講習・体験  小中学生によるマーキング交流 

      終日 地元特産品販売 

※ これから、広報・村ホームページ・新聞等を通じてお知らせしていきます。 

 

役場の労働組合の青年女性部の皆さんに作業をしていただきました。 

 ６月２２日（土）に、役場の労働組合の 

青年女性部の皆さんが、環境美化活動の一 

環でアサギマダラの里の里親がまだ決まっ 

ていない区画の草取りをしていただきまし 

た。 

 当日は１５人の部員がこもれ陽の径のゴ 

ミ拾いと二手に分かれて、アサギマダラの 

里へは８人が３区画の雑草取りに２時間ほ 

ど汗を流してくれました。 

 お陰様で大変きれいになりました。 

 今年は亡くなった方や、健康に不安があ 

る方が里親を辞退され、現在も３区画が決    青年女性部のみなさんの作業風景 

まっていません。里親をやってみたいとい    

う方の心当たりがありましたら、是非お知らせください。 

  

 

 

 

 

一部の区画で雑草が目立っていますので、除草をお願いします。 



 

 

 

 

「アサギマダラの里」 の整備を行いました。 

 フジバカマの株分け作業を４月２７日に行いました。本来は花が終わった10月頃が移植の適期

ですが、日程の関係で昨年行うことが出来ませんでしたので、芽吹きの始まったこの時期に行い

ました。 

 当日は３０人程の里親の皆さんに 

ご協力いただき、４年前に中沢の 

「西光を美しくする会」から頂いた 

３畝の株分け、移植作業を行ないま 

した。この３畝には「野生種」と 

「園芸種」が混在していて、園芸種 

の花の咲く時期がアサギマダラの飛 

来期間から１ヶ月ほど遅れるため、 

今回の作業に合わせて野生種に植え 

替えをしました。 

移植をしていない苗と比べると大分差がありますが、そのうち追いつくと思います。 

今回５人の里親の方の追加募集を行いましたが、残念ながら応募される方がいませんでした。 

引き続き追加募集を行いますので、知り合いの方で里親を希望される方を是非ご紹介ください。 

★里親の皆さんへお願い 

１年間管理をお願いしているところですが、草取りをした後の草や石を通路に置いたままにし

ておかないよう片付けをお願いします。特に石については通路の草刈りの時に危険ですので、特

に気を付けてください。 また、大分草丈が伸びてきたので、除草されていない区画が目立ちま

す。お忙しいとは思いますが早めの除草をお願いします。 

                          

アサギマダラの北上始まる 

                    ５月に入って西日本各地からアサギマダラ

の                    ダラの移動情報が続々と入ってきてい 

                       ます。アサギマダラの里へも１１日の 

                       午後飛来したところを、里親の菊地さん                                                

                       が発見し写真へ納めていただきました。                       

                        これから少しずつ飛来頭数が増えて                     

来ると思いますので、是非今年初めて 

                       のアサギマダラを見に来てください。                      

                          昨年多い日には一日十数頭が、フジバ 

今年の北上アサギマダラ（菊地正敏さん撮影）    カマの汁を吸いに飛来しています。 
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  里親の新規募集を行います。 

 長い冬もぼつぼつ終わり、少しずつ春の足音が近づいて来る季節になりました。昨年は、９月

初めの長雨でアサギマダラの飛来が心配されましたが、後半以降天候に恵まれ沢山のアサギマダ

ラが乱舞して、見学者の皆さんを楽しませてくれました。今年はどんな年になるでしょうか？ 

 さて、間も無くフジバカマの 

芽生えが始まる時期になります。 

今年は、暖冬の影響が心配され 

例年より早く新芽が出るのでは 

ないかと思います。 

里親の皆さんには、今年もフ 

ジバカマの管理をよろしくお願 

い致します。 

 昨年は、６４名の里親の方に 

管理をしていただいて来ました 

が、健康などの理由で5名の里       昨年の新里親説明会     

親の方がおやめになりましたので、新たに３名の里親の募集を行います。 

新里親説明会とフジバカマの移植作業を行います。 

新たに里親になっていただく方への説明会と合わせて、４年が経過した南側のフジバカマの畝

３通りの植え替えを行ないたいと思います。今回の畝には園                          

芸種が多く植わっているので、小学校の南  側の野生種を移

植し、園芸種は減らしてまとめたいと思います。 

      日 時 ４月２７日（土） 

午前９時～１時間半程度 

                   場 所 アサギマダラの里 

                   持ち物 スコップ 草かき（大） 箕              

                   里親の皆さんのご協力をお願いします。 

   一昨年の株分け作業 
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本年もよろしくお願いします。 
 新たな年を迎え、里親の皆さまには晴れやかな新春をお迎えのこととおもいます。昨年は会員の

皆様のご協力のお蔭で沢山のアサギマダラが飛来し、多くの見学の皆さんに喜んでいただけまし

た。本年もよろしくお願いいたします。 

 

2018 年の移動情報 

 アサギマダラの移動情報も日々少なくなってきました。昨年は台湾への移動が数多く確認され、

長野県から放したアサギマダラの再捕獲も報告されています。宮田村の「アサギマダラの里」か

らは、鹿児島県の喜界島までが最長移動でしたが、再捕獲数は過去最高になりました。また、ア

サギマダラの里へは福島県の北塩原村が今年も最北で、これ以北のマーキング調査に期待する所

です。 

 

★アサギマダラの里への飛来情報 

ＮＯ 放 蝶 地 放蝶日 再捕獲日 再捕獲者 移動距離㎞ 

１ 長野県 川上村 8月7日 9月18日 加藤清人 ４９ 

２ 福島県 北塩原村 8月20日 9月19日 加藤清人 ２９５ 

３ 静岡県 富士宮市 8月3日 9月20日 伊藤泰子 ８８ 

４ 長野県 阿智村 8月28日 9月22日 加藤清人 ４１ 

５ 長野県 大町市 9月17日 9月23日 加藤清人 ９４ 

６ 長野県 小谷村 9月12日 9月23日 平沢正典 １１５ 

７ 長野県 大町市 9月16日 9月23日 平沢正典 ９４ 

８ 長野県 大町市 9月17日 9月23日 重盛良孝 ９４ 

９ 群馬県 中之条町 9月13日 9月26日 加藤清人 １１６ 

１０ 山梨県 鳴沢村 8月14日 9月26日 平澤善博 ８０ 

１１ 群馬県 渋川市 9月12日 9月27日 菊地正敏 １３７ 

１２ 長野県 小谷村 9月24日 9月26日 加藤清人 １１５ 

１３ 富山県 朝日長 9月27日 10月5日 菊地正敏 １３４ 

１４ 福島県 北塩原村 8月4日 10月5日 菊地・加藤 ２９５ 

１５ 福島県 北塩原村 8月5日 10月5日 加藤清人 ２９５ 

１６ 不明 9月28日 10月5日 平沢正典  

１７ 長野県 高山村 ８月25日 10月5日 加藤清人 １１２ 

１８ 山梨県 鳴沢村  8月9日 10月5日 加藤清人 ８０ 

１９ 長野県 大町市 9月17日 10月5日 平沢正典 ９４ 

２０ 福島県 北塩原村 不明 10月10日 菊地正敏 ２９５ 
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ＮＯ 再 捕 獲 地 放蝶日 再捕獲日 放蝶者 移動距離㎞ 

１ 長野県 飯田市 大原 9月19日 9月23日 加藤清人 ２９ 

２ 長野県 飯田市 黒田 9月23日 9月26日 櫻井正人 ２５ 

３ 長野県 飯田市 黒田 9月23日 9月26日 宮下孝之 ２５ 

４ 長野県 飯田市 北方 9月23日 9月27日 櫻井正人 ３０ 

５ 京都府 右京市 右京区 9月13日 9月28日 加藤清人 ２２１ 

６ 長野県 飯田市 山本 10月2日 10月3日 加藤清人 ３４ 

７ 愛知県 岡崎市 山綱町 9月28日 10月8日 平沢正典 １１４ 

８ 愛知県 西尾市 三ヶ根山 9月18日 10月8日 加藤清人 １２６ 

９ 滋賀県 大津市 栗原 9月24日 10月8日 平沢正典 １９５ 

１０ 京都府 右京市 右京区 9月23日 10月9日 櫻井正人 ２２１ 

１１ 京都府 綾瀬市 戸奈瀬町 9月17日 10月13日 大矢喜三 ２３８ 

１２ 徳島県 阿南市 大井町 9月22日 10月13日 平沢正典 ３７１ 

１３ 徳島県 阿南市 大井町 9月30日 10月13日 平沢正典 ３７１ 

１４ 兵庫県 宝塚市 美座 9月26日 10月14日 加藤清人 ２５５ 

１５ 山口県 周防大島町 佐連 9月20日 10月15日 平沢正典 ５５５ 

１６ 徳島県 阿南市 大井町 9月16日 10月16日 久保田すみ江 ３７１ 

１７ 岡山県 備前市 友延 9月14日 10月17日 清水四朗 ３５７ 

１８ 愛知県 西尾市 三ヶ根山 9月18日 10月17日 平沢正典 １２６ 

１９ 徳島県 鳴門市 鳴門町 9月22日 10月18日 不明 ３５１ 

２０ 徳島県 牟岐町 9月15日 10月19日 清水四朗 ４０８ 

２１ 高知県 高知市 五台 9月23日 10月19日 櫻井正人 ４６６ 

２２ 愛知県 西尾市 鳥羽町 10月6日 10月19日 加藤悠真 １３１ 

２３ 鹿児島県 喜界町 百合台 9月17日 10月21日 平沢正典 １１２１ 

２４ 愛知県 西尾市 鳥羽町 9月23日 10月21日 櫻井正人 １３１ 

２５ 三重県 津市 美杉町 9月23日 10月21日 平沢みなみ １９５ 

２６ 愛知県 西尾市 三ヶ根山 10月2日 10月22日 平沢正典 １２６ 

２７ 高知県 香南市 香我美町 9月28日 10月22日 加藤清人 ４５４ 

２８ 三重県 名張市 つつじヶ丘 9月22日 10月24日 平沢正典 ２０６ 

２９ 鹿児島県 喜界町 川嶺 10月2日 10月26日 加藤清人 １１１６ 

３０ 静岡県 静岡市 駿河区 9月19日 10月28日 平沢正典 １５７ 

３１ 長崎県 佐世保市 弘法岳 9月27日 10月29日 内藤 彰 ７９６ 

３２ 鹿児島県 喜界町 川嶺 10月2日 10月31日 加藤清人 １１１６ 

３３ 高知県 室戸市 9月17日 11月2日 平沢正典 ４４０ 

３４ 鹿児島県 喜界町 百合台 10月5日 11月15日 平沢正典 １１２１ 

３５ 鹿児島県 屋久島町 原 9月14日 11月24日 加藤清人 ９１６ 

 

 


