秋山の森 活動記録 第112回
2014年4月7日（月）10時〜12時 天気：晴れ

活動内容

自然観察の記録

*モウソウチク間伐（約20本）
*ケヤキ・シラカシの太枝の玉切り・片付け
*マダケ林の整備
*道路の清掃
*畑沿いの除草、水仙の移植
タケノコが出始めました。
バランが開花

Save the Green

4月12日（土）アキヤマ春のパン祭り、タケノコ掘り
次回は5月24日（土） オープンフォレストと合同

森を楽しむ日
チェンソークラブ

4月2日（水） 3人。フクロウ、クマ、ケヤキ角材
次回4月21日（月）

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

オープンフォレスト秋山公開は、5/18、5/21（作業日）、5/24（Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎと共催）

次回予定

次回定例活動は、4月16日（水）10時。枯れたクヌギ巨木の伐採、倉庫内の移転・片付け他

記録者のコメント
（記録・野口）

春の森は心地よい。今年はタケノコが少し遅い感じで、ようやくボツボツ。
畑沿いの平地の水仙は当初より大幅に増えた。

参加者：13名

①伊藤、小野、高木、深野 ②新井、野口 ④野坂 ⑤青木、三角、 ⑧斉藤、高橋 ⑪伊藤
（秋山）松田

秋山の森 活動記録 第113回
2014年4月16日（水）10時〜12時 天気：晴れ
クヌギの伐倒
クヌギは、竹数本に倒れかかった状態。
上部にロープをかける。
邪魔な竹を伐採。残り１本。
架かっていた隣の木の枝を落としただけでぐらついた
残りの１本の竹を伐採。
危険なので離れた所から高枝鋸を水平に使って切る。
鋸を２-３回入れただけで、竹が割れて倒れた。
クヌギは、径90ｃｍ位。ほとんど根はない。

活動内容

*懸案の枯れたクヌギ巨木の伐倒
*モウソウチク間伐（約15本）
*ケヤキ太枝の玉切り・片付け
*マダケ林の整備
*道路の清掃
*畑沿いに水仙の移植
*教材用に竹の根掘り
*不用タケノコ除去

自然観察の記録

タケノコは盛期に。タチツボスミレやウラシマソウがたくさん開花。池にオタマジャクシ。
モグラも活動開始

Save the Green 次回は5月24日（土） オープンフォレストと合同
森を楽しむ日
チェンソークラブ

4月2日（水） 3人。フクロウ、クマ、ケヤキ角材
次回4月21日（月）

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

オープンフォレスト秋山公開は、5/18、5/21（作業日）、5/24（Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎと共催）

次回予定

次回定例活動は、5月1日（月）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

春の森は心地よい。今年はタケノコが少し遅い感じで、ようやくボツボツ。
畑沿いの平地の水仙は当初より大幅に増えた。

参加者：15名+3

①伊藤、小野、高木、高橋 ②新井、野口 ④野坂、山下 ⑤青木 ⑦山野辺、⑧斉藤、高橋
⑪伊藤 （秋山）田中、松田 Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ２名+幼児1

１か所に３本も

クヌギ伐倒

根はなし

モグラの跡

水仙移植

これ何だろう？

ウラシマソウ

秋山の森 活動記録 第115回
2014年5月5日（月）10時〜123時 天気：曇り一時少雨

活動内容

*成長したタケノコの除伐（数十本）
*通路上に伸びたケヤキ（３本）の太い枯枝を切除（１０本）
*マダケ林の整備
*倉庫の整理
*不用タケノコ除去
*マリヤンとオープンフォレスト打合せ
*オープンフォレストのポスターを掲示

自然観察の記録

池の奥のケヤキにオナガが営巣、雛もいるらしい。

Save the Green 次回は5月24日（土） オープンフォレストと合同
森を楽しむ日
チェンソークラブ

4月21日（月）９人 緑のフェスティバル用の竹馬3、竹ポックリ3製作。
次回5月7日（水）、５月１９日（月）

カブトムシ

桝井さんからの報告：季節の養殖箱に病気発生。駐車場奥に新しい箱を設置した。

その他の
報告・連絡事項

オープンフォレスト秋山公開は、5/18、5/21（作業日）、5/24（Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎと共催）
5/24は、倉庫の壁にペンキでお絵描き（OF参加のこども）。
5/18が手薄になります。可能な方は応援をお願いします。
地主さんのご親戚（７人+こども２人）がタケノコ掘り。ご寄附をいただきました。感謝。
ご近所の方に声をかけ、一家族（夫婦とこども２人）がタケノコ堀りに。
桝井さんから、倉庫の完成祝いにとビール１ケースをいただきました。感謝。

次回予定

次回定例活動は、5月21日（水）９時半（公開）。

記録者のコメント
（記録・野口）

タケノコはもう5ｍ以上にも伸びたものが林立。壮観。モウソウのタケノコはほぼ終わり。

参加者：12名+1
+9+子6

①伊藤、高木、深野 ②新井、木村、野口 ④山下 ⑤青木 ⑧佐々木 ⑪松戸（こども+2）
（秋山）田中、松田 （SV）マリヤン 地主さんのご親戚7+2、ご近所2+2

伸びたタケノコ

枯枝切除

オナガの巣

オープンフォレストのポスター

オープンフォレスト in 松戸 活動記録
2014 年 5 月 18 日(日)

10 時〜15 時

快晴

◇訪問者：37 名･ムクドリ１羽 ◇関係者：地権者様･みどりと花の課 2 名･緑ネット 藤田さん
◇スタッフ：深野(1 期)／加藤・井上(11 期)／田中・松田(秋山) ５名

秋山の森入口

地権者様と歓談

倉庫壁面に活動紹介

人気のハンモック

珍客のムクドリ
人の気配を気にする
事無く、受付テーブル
傍を５分ほど散策(飛
ぶのではなく)して飛
び去った

田中さんの手料理
タケノコの根に近い部分を
シナチク風に料理したもの
みなさんに試食として提供
美味でした

今年芽生えたサンショウとケヤ
キの幼木を竹ポットに
５鉢ほど来訪者にプレゼント

【メモ】（記録・松田明光）
・開放時間中(５時間)バランスよく訪問者があり、森内を案内した。
・比較的に近隣の方が多く、活動に理解と興味を持ってもらえたと感じている。普段の活動に参
加したいと話した方も数名いた。
・加藤さんご自身で焙煎したコーヒーをスタッフに、香りの良いおいしいコーヒーでした。
・スズメバチが１匹、広場に入る所に立つウロのあるサワラの木の付近で見かけた。要注意！
・今後の開放日、２１日(水)・２４日(土)

オープンフォレスト in 松戸 活動記録
2014 年 5 月 24 日(土)

10 時〜15 時

晴

◇訪問者：77 名
◇関係者：桝井さん
◇スタッフ：山下(４期)／田中・松田(秋山) ３名／Save The Green @ Akiyama

９時 30 分頃から来森者が

ナンカ分かんないけど？書いちゃえ！

カブトムシの幼虫の大きさにビックリ！

何の虫を見つけたかな？
１時間半ほどの格闘？のアト

【メモ】 松田 記
・桝井さんがカブトムシ幼虫の持ち帰り用の容器を、追加で
持参してくれた。
・落書き用に用意したペイントはほぼ使い尽くした。
・岡部さん(１期･杉並区)が遠路、常盤平まで電車、その後折畳
み自転車にて訪ねて来てくれた。おいしいお団子の差入れを
もらい、会場整理後しばし歓談しいただきました。
・柏市、印西市、鎌ヶ谷市からの来森者もあった。
・先回と同様にスズメバチが１匹、要注意。

ジャングルジムとは違う面白さ

秋山の森 活動記録 第118回
2014年6月2日（月）10時〜12時 天気：晴れ

活動内容

*畑沿いの草地の草刈（刈払機4台）
*モウソウチクの間伐（15本）
*池まわりの草抜き
*バス通り側フェンス外に伸びたササ刈り（約25ｍ）
*東側道路上に伸びた枝の切り払い
*マダケ林の整備、折れた竹の除伐
*ケヤキ丸太の整理

自然観察の記録
Save the Green 次回は6月14日（土） 苔玉つくりなど
森を楽しむ日
チェンソークラブ

6月4日（水）チェンソー3人。次回16日（月）

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

オープンフォレスト秋山公開
5/18＝38人+応援団5、5/24＝77人（Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ関係47）+応援団3
生涯大学の一つの班から、秋山の森訪問の申し入れ（10/6の予定）

次回予定

次回定例活動は、6月18日（水）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

草の繁茂はすごい。

参加者：12名

①伊藤、小野、高木 ②野口 ④野坂、山下 ⑤青木、三角 ⑧斉藤、高橋 ⑪伊藤
（秋山）松田

秋山の森

活動記録

第119回

2014年6月18日（水）10時〜12時 天気：曇り

活動内容

*森への進入路を中心に、ガラス破片の拾い取り
*国道側道路のゴミ拾い・刈込み
*刈払い機(1台）で広場の草刈
*マダケ林、孟宗竹林の整備
*北側伐倒後の片づけ
*収集ごみの分類整理（ゴミ袋 大1個・小3個／傘1本）
（ただし、今日集めたガラス破片とゴミの分別は未）

自然観察の記録
Save the Green

6月14日（土） 苔玉つくりを開催

森を楽しむ日
チェンソークラブ

6月16日（月）中止

次回は7月12日(土） 10時〜

次回7月2日（水） 10時〜

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

*休憩時、囲いやま森の会の紙芝居を披露
*6月30日（月）10時〜12時 八幡腰の森で草刈り活動

次回予定

次回定例活動は、7月7日（月）10時〜

記録者のコメント
（記録・松田）
参加者：12名

①伊藤、高橋、小野、高木 ②三嶋 ④野坂 ⑤青木 ⑥横山 ⑦山野辺 ⑧斉藤
（秋山）田中、松田

ガラス破片の収集

紙芝居を視聴

草刈り後の広場

収集ゴミ

秋山の森

活動記録

第120回

2014年7月16日（水）10時〜12時 天気：晴れ

活動内容

*東側フェンスからはみ出したササや枝の刈り取り、道路清掃
*国道角付近のフェンス内外のササ刈り（約7割）
*バス停付近のフェンス内側のササ刈り
*北西側渡邊宅前の草地の草刈り（刈払い機2台）（6割程度）
*旧入口からの通路のササ刈り
*ケヤキ丸太の整理（東側はほぼ完了）
*ブロック塀沿いのマダケの伐採

自然観察の記録

ミョウガが花芽をだしている

Save the Green

7月12日（土） 竹で作って遊ぼう（竹ポックリ、水鉄砲、竹笛）42人（大人22、小7、幼13）
応援団3人
8月は休み

森を楽しむ日
チェンソークラブ

次回7月21日（月）10時

カブトムシ

7/19、東部小防災キャンプ（校庭）で、カブトムシ飼育プロじぇくをを紹介する予定。

その他の
報告・連絡事項

*7月31日（木）10時〜12時 八幡腰の森で草刈り活動

次回予定

次回定例活動は、8月4日（月）10時〜

記録者のコメント
（記録・野口）

暑くてまいった。植物は元気旺盛で、作業はきりがない。

参加者：15名

①伊藤、小野、高木、高橋、深野 ②新井、野口 ④野坂 ⑤青木、三角 ⑧斉藤、佐々木
⑪伊藤 （秋山）田中、松田

日大の学生が竹採取に来る予定（教官4、学生12）

秋山の森

活動記録 第 121 回
2014 年 8 月 4 日（月） 10 時〜14 時 30 分

天気：晴れ

＊東側道路のフェンス沿い及びフェンス内側 1m ほどを除草。
＊森の出入口の除草(北側・南側とも)。
＊マダケ林の整備を継続。
＊森の南ブロック塀沿いのマダケを伐採・整備。
＊三嶋さん、イベント用に孟宗竹・マダケを調達。カブトムシ・クワガタ数匹を
採取し、ともに持ち帰られた。
＊日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の生徒 12 名、先生 4 名が来森。
中程度の太さの孟宗竹を 25 本ほど伐採、持帰った。
台地部分から斜面の、密集した所の 2〜3 年ものを中心に伐採。
大峽さん、応援団から小野・松田の３名が応対した。
＊枝落しした枝は数か所にまとめたが未整理。次回活動日に整理する。

活動内容

自然観察の記録
Save the Green

8 月はお休み、次回は 9 月 13 日(土) 10 時〜

森を楽しむ日
チェーンソークラブ

8 月 6 日(水) 10 時〜
8 月 18 日(月) 10 時〜

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

＊隣家渡辺様から、先月除草したのは承知しているが、また伸びてきているので
お願いしたいとの要望があった。次回刈払機の用意できる方はお願いしたい。
＊8 月 29 日(金) 10 時〜12 時 八幡腰の森 草刈り活動

秋山の森 次回予定

次回定例活動は、8 月 20 日(水) 10 時〜

記録者のコメント
（記録・松田）

連日の猛暑日で、森の中と外では気温差は３〜４度はありそう。外での作業は
大変だったと思います。学生たちは森で昼食を取り、温度差を実感していました。
①伊藤･小野②三嶋④野坂⑤青木･三角⑧斉藤 (秋山)田中･松田(わんぱく)大峽
日本大学 学生 12 名・先生 4 名

参加者：10 名＋16 名

準備中の学生 女子 10 名＋男子 2 名

東側フェンス

以外にも慣れた様子の学生も

２ｔトラックで搬出

北側出入り口

南側出入り口

秋山の森 活動記録 第122回
2014年8月20日（水）10時〜12時 天気：晴れ

活動内容

*バス通り川フェンスからはみ出したササや草の刈り取り（残10ｍ）、道路清掃
*バス通りフェンス内側のササ刈り
*北西側渡邊宅の東側・南側の草刈り（刈払い機1台、カナムグラの蔓引き抜き）
*畑側草地の草刈り（刈払機1台、手刈り、カナムグラの蔓引き抜き）
*マダケ林の整備、下刈り

自然観察の記録

池の水はわずかに残っている程度

Save the Green

8月は休み
9月13日（土）:「プチ夏祭りin秋山の森」

森を楽しむ日
チェンソークラブ

8/6 1名、8/18 3名
次回9月3日（水）、9月15日（月）10時

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

渡邉さんから冷たい清涼飲料水とお菓子の差し入れ。感謝。

次回予定

次回定例活動は、9月1日（月）10時〜

記録者のコメント
（記録・野口）

最高に蒸し暑い。作業時間を短縮。渡邊さんの差し入れでホット一息。

参加者：13名+1

①伊藤、小野、高木、高橋、深野 ②野口、三嶋 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑪伊藤
（秋山）田中、松田
地主・渡邊さん

国道側作業前

フェンス内側のササ刈り

国道側作業中

畑側草地の手刈り

国道側作業後

隣家付近のカナムグラも一掃

秋山の森 活動記録 第123回
2014年9月1日（月）10時〜11時 天気：曇り、小雨模様
活動内容

*エンジンバリカンの試用、バス通り川フェンスからはみ出したササや草の刈り取り（10ｍ）

自然観察の記録
Save the Green

8月は休み
9月13日（土）:「プチ夏祭りin秋山の森」

森を楽しむ日
チェンソークラブ

次回9月3日（水）、9月15日（月）10時

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

高木さんからエンジンバリカンを借用

次回予定

次回定例活動は、9月17日（水）10時〜

記録者のコメント
（記録・野口）

小雨模様だったが、やっぱり来た人も。
エンジンバリカンは、フェンス際のおおざっぱな刈払いには有効。はさみで仕上げが必要。

参加者：4名

①高木 ②野口 （秋山）田中、松田

秋山の森 活動記録 第124回
2014年9月17日（水）10時〜12時 天気：曇り

活動内容

*畑側草地（主にイノコズチ）、渡辺宅前（主にカナムグラ）の草刈り（刈払機３台、７割方）
*池周辺から南方への通路を覆っていた草むしり（手作業）
* 北西角のシラカシの枯れた大枝の切除（ロープで吊って手鋸で切断）

自然観察の記録

開花ーヒガンバナ、ツユクサ

9月13日（土）:「プチ夏祭りin秋山の森」 応援団５名
森の宝さがし、水てっぽう、焼物（トウモロコシ・フランクフルトソーセージ・マシュマロ）
Save the Green
スイカ割、かき氷、英語の絵本読み聞かせ など
次回１０月１１日（土） 燻製など
森を楽しむ日
チェンソークラブ

9月15日（月）２名。次回１０月１日（水）、２０日（月）10時

カブトムシ
その他の
報告・連絡事項

ご近所の親子連れ３人来訪。蚊取り線香一箱いただいた

次回予定

次回定例活動は、10月6日（月）10時〜

記録者のコメント
（記録・野口）

一月ぶりだったので、草の繁茂はすごい。前回何をしたのかわからないくらい。カナムグラは
開花し、種がこぼれ始めてしまった。前回雨で作業できなかったのが痛い。カメラを忘れたの
で写真はなし。

参加者：10名+3

①伊藤、高木、高橋、森田 ②野口、三嶋 ④野坂 ⑧佐々木 ⑪伊藤 （秋山）田中
ご近所の親子づれが散策

