
 
 

 
 

フジバカマ刈り取り、焼却 

 10 月 11 日にメイガの食害にあったフジバカマの花の焼却作業をしていただいた後、残っ

たフジバカマを全て刈り取り乾燥して 11 月に入って焼却を行いました。 

 来年メイガの発生がどうなるか心配  

ですが、メイガの種類によっては地中 

で蛹になるものもいるようなので、地 

中用の殺虫剤を念のため散布しました。 

 そのメイガの種類の調査を専門家に 

おいしていましたが、ようやく正体が「 

トウホクヤマメイガ」と判明しました。 

 しかし、生態がよく分かっていない 

ので、引き続き生態の調査を行い有効 

な駆除ができるようにしたいと思います。 

 

代理マーキングによせて 

新型コロナウイルスの感染対策として長距離の旅行をひかえている人に、自分に代わってア

サギマダラに旅をしてもらう「代理マーキング」を取り組みましたが、県内外の３５人の方

に応募いただきました。 

 応募者１人につき３頭にマーキングをして放蝶しました。その結果７日現在２人の方のマ

ークをした蝶が、兵庫県宝塚市と愛知県蒲郡市で再捕獲されています。 

再捕獲してもらった方からメールが届きま 

したので紹介します。 

「この度は、再捕獲のお知らせをいただき、ありが

とうございました。亡くなった夫と、私の名前をマ

ーキングしていただきました。大変驚き、とてもう

れしく思います。来年もまた楽しみにしています。」 

 マーキングネーム「あまだ」愛知県蒲郡市で再捕獲 

 これを含めて宮田で放蝶した１１頭が再捕 

獲されています。また、アサギマダラの里で 

１０頭の再捕獲をしています。詳細は次号以降でお知らせします。 
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一年間、里親のみなさんには大変お世話になりました。 

 今年は３月に暖かい日が続いた関係で、里親のみなさんには早春から除草作業をお願いし、

以後昨日（１０月１１日）の害虫被害に遭った残花の摘み取りまで一年間本当にお世話にな

りました。 

 昨年の花の開花状態が悪かったこと 

と比べると、本当に素晴らしい花が咲 

きましたが、後半マダラメイガの食害 

に見舞われ、残念な終盤となりました。 

 しかし、今年はアサギマダラの移動 

がほぼ例年の時期になり、２度のピー 

ク時には、２～３００頭の飛来を見る 

ことが出来、見学のみなさんには十分 

楽しんでいただけたと思います。 

 移動情報では、鹿児島県の喜界島に 

飛来したようですので、だいぶ南まで 

行っているようです。アサギマダラの 

里からは、３日現在、飯田市と京都府綾部市で再捕獲してもらっています。これからもっと

遠く（できれば台湾）まで飛んで行って欲しいと期待しています。 

 食害にあったフジバカマの残花の焼却は終了しました。 

マダラメイガの幼虫の食害に遭い、幼虫の薬剤に

よる駆除が難しいフジバカマの残花を、１１日

（日）に３０人を超える里親のみなさんのご協力

をいただき、すべて刈り取り、焼却処分を終了し

ました。来年大発生しないことを祈るばかりです。 

里親のみなさんには１年間大変 

お世話になりました。来年もよろしくお願い

します。 

※アサギマダラの移動情報は、４８ 

号以降で報告します。 
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アサギマダラの移動終了 

今年のアサギマダラの飛来シーズンもほぼ終了しました。 

開園以来最低の飛来に終わった昨年に比べ、今年は見学に来ていただいた皆さんに喜んで

いただけたのではないかと思います。 

９月２０日前後に２度飛来の 

ピークがあり、一日 200～300 

頭がフジバカマの花の間を飛び 

回って吸蜜していました。 

 新型コロナウイルスの感染拡 

大防止のため、アサギマダラの 

里の積極的なＰＲは行いません 

でしたが、県外からも毎年楽し 

みにしている人たちが大勢見学 

に来園されるなど、村内外から 

多くのみなさんにお越しいただ        今年のアサギマダラフェスティバル 

きました。 

 ２０日には、第５回アサギマダラフェスティバルを開催し、現地講座を３講座行いまし

た。それぞれ２５人ほどの受講者がいて、写真撮影やマーキングの体験も行いました。 

害虫による食害のフジバカマの刈り取りと焼却作業の協力依頼 

 今年は里親のみなさんに熱心に手入れしていただいたお陰で、昨年に比べてフジバカマの

生育が格段に良かったにも関わらず、すでにご承知だと思いますが、開花が始まったころか

ら花がまとまって黒く変色する現象が現れました。 

 まだ正式な正体は不明ですが、「マダラメイガ」の一種ではないかと思われます。すでに

消毒では駆除できない状況ですので、下記によりフジバカマの花の焼却を行いますので、急

でお忙しいところ恐縮ですが、下記により自分の管理区域の刈り取り焼却作業にご協力くだ

さい。 

 日時 １０月１０（土）・１１（日） 午前９時から１１時まで 

    どちらか都合のつく日にお願いします。 

 注意 両日雨天の場合は１８日（日）へ順延します。 

 持ち物  選定ハサミ、手箕（運ぶもの） 
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アサギマダラ初飛来 ＝里親の菊地さんが撮影！ 

 44 号を発行して 2 日後の 4 日に、里親の菊地正敏さんがフジバカマで吸蜜しているアサ

ギマダラを撮影しました。 

 44 号で紹介したアサギマダラは鱗 

粉がはがれ、損傷もあったので北上し 

てきた迷い蝶ではないかと思いました 

が、菊池さんの撮影した蝶は、損傷は 

なく、輪郭もある程度はっきりしてい 

ることから、南下を待つアサギマダラ 

の初飛来と思われます。 

 例年より 1 週間ほど早い飛来です。 

猛暑が続いていましたが、先週久しぶ 

りに雨が降り気温が下がったことが影 

響したのでしょうか？ 今週は最高気 

温が 30 度を下回る日もあるので、南下が始まる兆候かもしれません。 

 昨年は好天が続き、気温も高いまま推移したため、アサギマダラの移動も高温を避け涼し

いところを移動したのか、アサギマダラの里へは過去最低の飛来状況でした。 

 干ばつでフジバカマもしおれていましたが、ようやくまとまった雨が降り生気を取り戻し

てきました。あとは、アサギマダラが沢山飛来してくれるのを祈るばかりです。 

アサギマダラフェスティバルは開催します。 

新型コロナの影響で各種イベントが中止になっています

が、アサギマダラフェスティバルは屋外で、なおかつ例年

もそれほど密集しないことから本年も開催を予定していま

す。 

 室内で行っていたシンポジュームは単独では実施せず、

フェスティバルの中で、現地講座として 3 講座計画してい

ますので是非参加してください。 次ページのチラシ参照 
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フジバカマが三分咲き しかし、高い気温が心配！ 

 里親のみなさの献身的な管理のおかげで背丈も伸び、現在三分咲きになってアサギマダラ

の飛来を待っている状況です。 

 昨年に比べると、格段に良い  

生育状況ですが、心配なのは９ 

月の気温です。予報では引き続 

き厳しい残暑が続くようで、昨 

年の二の舞になるのではないか 

と気をもんでいます。 

 全国的にも、マーキングの標 

識報告はネット上に頻繁に載っ 

ていますが、再捕獲情報はまだ 

少なく、近距離の移動に留まっ 

ています。 

長い梅雨があけて暑い夏が始待ってから約１か月、この

間ほとんど雨が降っていません。雷が鳴って期待を待たせ

た日もありましたが結局降らず仕舞いで、フジバカマも少

ししおれ始めたので、先週宮田高原の管理の方の協力をい

ただき、約 3・5 トンの散水を行いました。一日も早くま

とまった雨が降ることを祈るばかりです。 

 

コロナ対策をしつつアサギマダラフェスティバル開催 

 新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せないため、本年度はコロナ対 

策を講じながら、大々的な宣伝は行わず、郡内と村内を中心に開催します。例年 

のシンポジュームは行わず、当日屋外で三つの講座を用意しています。 

 また、旅行に行けない人に代わって、アサギマダラに自分に代わって旅をし 

もらう「マーキング代行」サービスを計画しています。 

アサギマダラが飛来  1 日にアサギマダラの里でアサギ 

マダラを撮影したと情報をいただきました。写真を見るとだ 

いぶくたびれた個体で、北上してきた迷い蝶ではないかと思 

います。 間もなく本格的な移動が始まります。 
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フジバカマの実生
み し ょ う

苗をいただき、移植しました 

 アサギマダラの里ガイドとしてご協力いただいています、南割区の加藤清人さんから先日、

ご自身が育てた実生苗を 50 株ほど寄贈していただき、6 日に一昨年の植え替えがうまくい

かなかった、一番西の畝に補植しました。 

加藤さんは以前から、フジバカマの挿し木で苗を増や

して、アサギマダラの里へ植えていただいていました

が、今回は実生で育てた約５０株の苗を寄贈いただき

6 日に移植をしました。 

 

 

 

当日、加藤さんにもお手伝いいただ 

当日、加藤さんにもお手伝いい頂 

き、一昨年の移植が上手くいかず 

株の密度が荒いうえに、生育も遅 

れた西側の畝に移植しました。この 

畝は林に近いこともあり、アサギマダラがよく集まるため写真撮影などで重要な畝です。 

フジバカマは種では増えにくいといわれていましたが、加藤さんによればそれほど難しく

ないようなので、是非皆さんも今年挑戦してみてはいかがですか。 

台風が来ても大丈夫！＝倒伏防止柵を設置しました＝ 

 アサギマダラの飛来シーズンは、台風の襲来シーズンでもあります。フジバカマは成長 

すると 1.5m 以上に生育することから倒伏防止はどうし

てもしなくてはならない作業です。昨年は、防止柵が必

要ないほど生育が悪かったですが、今年は今のところ 

順調に生育しており、7 日に宮田高原で管理作業をして

いる、春日さんと平沢さんにご協力ただき、写真のよう

に畝を取り巻くようにグリーンロープを張りました。 

 

これで台風が来ても大丈夫です。 
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フジバカマは順調に育っています。 

 昨年はフジバカマの生育が非常に悪く、花の咲かない畝があるなど散々な年でした。それ

が原因かは不明ですが、アサギマダラの飛来数も極端に少なく、フェスティバルも日程の変

更を余儀なくされるほどでした。 

 今年は里親のみなさんの管理のお陰で  

順調に生育しています。 

 昨年一番生育の悪かった畝は耕土の入 

れ替えを行い、すべての畝に木質堆肥を 

散布して PH の調整を行い、フジバカマ 

の生育に良いと思われる弱酸性に土壌改 

良しました。 

 現在背丈は１m ほどに成長していて、植 

えなおした畝も他と遜色なく育っています。 

今年は 6 月中旬にコガネムシが大発生し 

一部食害が出ましたが、殺虫剤を散布して 

現在被害はほぼ収まっています。 

 

 今アサギマダラは何処に？ 

６月に飛来した北上中のアサギマダラは

今何処で何をしているのでしょうか？ 

宮田村では現在宮田高原あたりの高地で

姿を見ることが出来ます。次代のアサギマ

ダラは幼虫から蛹になって、間もなくアサ

ギマダラとして羽化する日を待っていま

す。あと 2 か月ほどで里でも見られるよう

になります。 
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昨年のアサギマダラノの里の様子 

現在のアサギマダラノ里の様子 



 
 
 

今年もアサギマダラがやってきました！ 

 新型コロナウイルスの影響で移動もままならない日常生活を強いられていますが、今年も

アサギマダラが国境を越え、県境を越えて 18 日に「アサギマダラの里」に姿を見せてくれ

ました。 

 昨年は暖冬の影響で 11 日に飛  

来しましたが、今年は例年並み 

の初見日となりました。先週ア 

サギマダラを見たという話を聞 

いていましたが、18 日に里親の 

菊地さんが写真に収めていただ 

いたのと合せて、役場でも初見 

を確認しました。 

 今年も暖冬傾向だったので、も 

っと早い飛来を期待していまし 

たが、全国から寄せられる北上 

情報もなかなか宮田村に近づい 

てこず、やきもきしていました 

がこれでホットしました。 

 これからしばらくの間、「アサギマダラの里」でも北上中のアサギマダラを観賞すること

が出来ます。新型コロナウイルスの感染対策（マスクをして、人との間隔を開けるなど）し

て北上中のアサギマダラを見に来てください。 

 

今しばらく除草にご協力ください。 

 今年は暖冬で早めにフジバカマの芽吹きが始まりましたが、４月の地温が予想外に上がら

なかったのか、生育が遅れていましたがようや伸び始めました。 

 里親の皆さんにはお忙しい中、3 月から草取りを

していただきありがとうございます。 

フジバカマが 30cm ほどに成育すれば、雑草 

に負けることはなくなりますが、ところどこ 

ろ草の目立つ区画がありますので、今しばらく 

こまめな除草にご協力ください。 

 

現在のアサギマダラの里 
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アサギマダラの北上が始まったようです。 

 暖冬が今年のアサギマダラの北上にどう影響するかと思っていましたが、屋久島からの報

告だと例年に比べて羽化は早いようですが、今のところ発生頭数は少ないようです。 

 屋久島のＫＹさんが今年の３月に  

マーキングした頭数は２７０頭で昨 

年比で半分ということです。 

「アサギマダラの里」で昨年の飛来 

が非常に少なく、高温の関係で標高 

の高い所を移動したと思っていまし 

たが、もしかすると移動総体の頭数 

が少なくて、その関係で今年の羽化 

頭数が少ないのではないかと心配し 

ているところです。 

 九州ではまだ羽化も始まっていな 

いようですし、南西諸島方面からの移動個体の再捕獲の報告がないことから、３月中旬以降

寒暖の差が大きい日が有ったりして、九州では例年並みの羽化と移動になる感じがします。 

 いずれにしても、アサギマダラの里へ初飛来が有るのは、例年だと５月下旬ですが、昨年

はかなり早く５月１１日に初飛来が記録されています。今年はいつになのか楽しみです。是

非春のアサギマダラも見に来てください。 

４月４日 里親説明会開催 

 暖冬の影響で雑草の生育が進んでいることから、今年の説明会は２週間ほど早く開催し

ました。 

昨年７人の里親の方から登録辞退があり、新規

の募集をしたところ６組の応募があり、ほぼ管理

区域が埋まってスタートすることが出来ました。 

フジバカマの芽吹きは早かったのですが、雪が

降るなど気温の低い日があったりして例年並み

の生育状況になっています。 

一年間お世話になりますが、よろしくお 

願いします。 
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雑草が元気になってきました！除草をお願いします！ 

 日差しが濃くなり、なんとなく春の気配が強くなってきた今日この頃です。 

 この春の日につられてフジバ

カマの芽吹きが始まりました。 

芽吹きと共に温かさにつられて

雑草も勢いを増して伸びてきて

います。先号で草取りのお願いを

したところ多くの里親の方が除

草をしていただきましたが、まだ

除草が出来ていないところの緑

が目立って来ています。 

 年度末でお忙しいところ恐縮

ですが、除草にご協力をお願いし

ます。 

 

 

２０２０年「里親説明会」の開催について 

 里親説明会を例年４月の後半に       除草の状況 （手前除草後・  奥除草前 ）  

行っていましたが、今年はフジバ  

カマの生育が進んでいることから 

前倒しして下記により開催します 

のでご出席をお願いします。 

 新たに里親として登録頂いた方 

は是非ご参加下さい。 

日 時  ４月４日（土） ９時～ 

場 所  アサギマダラの里 

持ち物  草かき等 

※ 約１時間ほどで終了予定です。 
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今年のフジバカマの芽吹き（⇒の先） 



 
 
 
 
 

今年は早めの除草をおねがいします。 

 暖冬の影響か、アサギマダラの里でも例年に比べて雑草の生育が進んでいるようです。 

 今年は一度も積雪が無く、  

最低気温も－５度以下にな 

った日は数回しかありませ 

んでした。そのためか３月 

上旬にも拘わらず雑草が畝 

を覆っているところがあり 

ます。 

 例年だと４月上旬の桜の 

花が見頃になるころフジバ 

カマの芽吹きが始まります 

が、この分だといつもの年 

より早くなるかもしれませ 

ん。 

 例年よりかなり早いですが３月中に一度草取りをしていただければ、以後の雑草をかなり抑

えられると思いますので除草をよろしくお願いします。 

引き続き里親の追加募集をしています。 

  37 号でもお知らせしましたが、里親未登録の管理区画がまだ４区画残っています。そのため

新規の里親を４人募集しています。 

先週から地元新聞やケーブルテレビ、村広報誌など

で募集を行っていますが、里親の皆さんでお知り合

いの方を誘っていただければ助かります。 

 

現在、里親登録をして活動いただいている里親の方

は、村外の８人を含めて６４人いらっしゃいます。 

村外の方も歓迎ですのでよろしくお願いします。 
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写真１ 今年２月下旬の雑草の状況 

写真２ 昨年の作業風景 



 
 
 

新規の里親をご紹介ください！ 

 遅くなりましたが、里親の皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いいたします。 

 昨年は里親の皆さんに大変お世話になりましたが、フジバカマの生育状況が悪いのと、天

候によるアサギマダラの移動が変わって、 

アサギマダラの里としては開園以来最悪 

の年となってしまいました。 

 フジバカマについては連作障害が懸念 

されることから、対策として土の入れ替 

えと、ＰＨ調整と有機物の投入を兼ねて 

バーク系の堆肥を昨年特に被害の大きか 

った３畝に行いました。今年の状況を見 

て他の畝にも施工をしたいと思っていま 

す。 

 昨年末に体調や高齢を理由に数人の方 

が里親をご辞退されました。新規に３人の方が里親登録をしていただきましたが、まだ４区

画の里親が決まっていません。里親の皆さんのお知り合いでフジバカマやアサギマダラに

興味のある方、里親をやっても良いと言われている方がいらっしゃいましたらご紹介くだ

さい。 

 自然を相手の取り組みですので中々思うようには行きませんが、それも自然の摂理の魅力

ですので、今年もアサギマダラが飛来するのを楽しみに準備したいと思います。 

２０１９年アサギマダラの移動情報 

 昨年は９月の気温が異常に高く、アサギマダラの里へ飛来した蝶の数が極端に少ない年で

した。そのためアサギマダラの里での再捕獲も、アサギ

マダラの里でマークして放蝶した蝶の再捕獲も例年に

比べて半分程度で終わりました。 

                 そんな中でも、毎週飯田から親子でマーキングに通わ

れた小学生のマークした蝶が、愛知県の田原市の衣笠山

で再捕獲されたり、横浜からわざわざマーキングに来ら

れた方の蝶が下伊那郡の松川町で、マーキング講習など

でお世話になっている櫻井正人さんに再捕獲されるな

ど、少ない中にもドラマがありました。 

                 是非、マーキングに挑戦してみてください。 

 写真は、2019年最も遠くの高知県で再捕獲されたアサギマダラで587km飛行しています。 

四国ではこのほかに２頭のアサギマダラが再捕獲されています。 
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２０１９年の再捕獲データは以下の表のとおりです。 

◆サギマダラの里で再捕獲されたアサギマダラ。 

ＮＯ 捕獲日 標   識 放  蝶  地 再捕獲者 

１ ９月２４日 ＭＺＡ  ＳＨＯ167  9・10 群馬県 嬬恋村 加藤 清人 

２ ９月２４日 ＨＨＩ  ＮＰＳ 1308   9・19 長野県 大町市 加藤 清人 

３ ９月２４日 ＫＮＰ 11  8・26  ＲＮＫ 不 明 加藤 清人 

４ ９月２６日 8・17  ＦＭＳ178  フジ山 静岡県 富士宮市 平沢 正典 

５ ９月２７日 カミゴウ ??？   9・25  461 群馬県 東吾妻町 菊地 正敏 

６ ９月２９日 ＳＵＺＡＫＡ  9・22  ＡＩＭ０58 長野県 須坂市  倉田 富夫 

７ １０月１日 デコ  ＳＲＳ 1208  8/25 福島県 北塩原村 加藤 清人 

８ １０月２日 ＮＵＫ   9/25   ヌカＧ 長野県 小諸市  加藤 清人 

９ １１月２日 10・19  ＳＡＴ119  ナンブ 山梨県 南部町 小林 通泰 

 

◆アサギマダラの里から放蝶して再捕獲されたアサギマダラ 

ＮＯ 再捕獲日 再 捕 獲 地 放蝶日 標識者 備 考 

１ ９月２８日 長野県 松川町 ９月２２日 鷲崎 玲太 横浜市在住 

２ ９月２９日 長野県 大町市 のっぺ山荘 ９月２４日 平沢 正典 
台風の影響で

北上 

３ １０月６日 長野県 泰阜村 あいパーク ９月２０日 平沢 正典  

４ １０月６日 岡山県 岡山市 ９月２４日 平沢 正典 374km 移動 

５ １０月１１日 愛知県 蒲郡市  ９月２０日 加藤 清人 120km 移動 

６ １０月１７日 愛媛県 西予市 ９月２２日 
有賀 梨央 

宮田小 
566km 移動 

７ １０月２３日 愛知県 田原市 １０月６日 
平野 愛 

飯田市小学生 
134km 移動 

８ １０月２３日 徳島県 阿南市 ９月２９日 
城倉 陽菜 

宮田中 
361km 移動 

９ １０月２７日 兵庫県 南あわじ市 ９月２０日 大矢 喜三 327km 移動 

１０ １１月１日 神奈川県 相模原市 ９月２９日 田中 勉 126km 移動 

１１ １１月４日 高知県 大月町 ９月２４日 平沢 正典 587km 移動 

 


