
大項目 小項目 内 容

活動日時

活動内容

活動の
連絡事項

記録

相談事項
(意見交換)

その他

（森、樹木、草花、動物、鳥、昆虫、思いついたこと何でも。箇条書き可）
自然観察

の記録

集合場所
次回予定 集合日時

活動内容
必要道具

記録者の
コメント

その他
記録者

　参加者

　　敬称略

その他森に見えた関係者

（1期）深野・高木、(2期)野口、（３期）早川、（4期）野坂、（5期）三角、（6期）松田、
（その他）みどりと花の課ー島村・大塚

野口功

秋山の森の現地検分
　7月6日（月）10時　現地集合
　地権者の渡辺さんと共に現地を見て、今後の方向など相談する
　それを踏まえ、3時からの応援団連絡会で今後のことを協議する予定

　　　秋山の森・活動記録・第１回

市役所に集合。
10時に地権者の渡辺さん宅で、面談。
7月6日に現地検分を約束。

２００９年６月１１ 日（木 ）　９  時 ３０分　～ １０ 時３０ 分  小雨

秋山の森
7月6日（月）10時



大項目 小項目 内 容

活動日時

活動内容

活動の

連絡事項

記録

相談事項

(意見交換)

その他

自然観察

の記録

集合場所 秋山の森

次回予定 集合日時  　　月 　　日（　　　）10：00～

活動内容

必要道具

記録者の

コメント

その他

記録者

　参加者

　　敬称略

　　　秋山の森・活動記録・第２回

・地主さんと、秋山の森の検分（境界確認など）
・地主さんから、　まず、西北側・西側の隣地境界部分の整理の要望があった。
・協定案と作業計画案を作って、地主さんと協議することとした
・南東隅に駐車場所を設けることとした

午後の応援団連絡会で、今後の方向や会則を確認した。
　
　
　

２００９年7月6日（月　）　　１０ 時００分　～１１ 時０５分　　天気：雨

野口功

前回見たときより鬱蒼として、ササが繁茂している。思った以上に奥が深く、
相当にやりがいがありそう。竹林は、特にマダケ区域がひどく荒れている。
池があったのは予想外で楽しみ。

その他　　　渡辺（地主）、大塚、島村（みどり花）

（森、樹木、草花、動物、鳥、昆虫、思いついたこと何でも。）

（１期）岡部、高木、深野、森田
（３期）山下
（５期）大石、三角、山田

（２期）野口
（４期）野坂
（６期）松田、横山



大項目 小項目 内 容

活動日時

活動内容

活動の

連絡事項

記録

相談事項

(意見交換)

その他

自然観察

の記録

集合場所 秋山の森

次回予定 集合日時  ８月３日（月）10：00～

活動内容

必要道具

記録者の

コメント

その他

記録者

　参加者

　　敬称略

　　　秋山の森・活動記録・第３回

・森を検分し、地主さんと作業方針を相談
・南西隅の駐車場予定地のフェンスにからんだつる草などを除去
　
　

２００９年7月15日（水）　　１３ 時００分　～１４ 時３０分　　天気：晴れ

野口功

西側のクズとカナムグラの繁茂がすごい。秋～冬に刈り払い、早春の芽生えを除
草すれば、見違えるようになるはず。日当たりも良いし、除草後の新しい草花の出
現が楽しみ。

当面の作業方針
①北西側隣地際の伐採ケヤキの太枝等を、裁断して整理。隣地から１０ｍ幅は整
理。
②西の畑側は、幅５ｍくらい、ササ・クズ・カナムグラ等を除草する。
　近くに、伐採木竹を組んで刈草の堆積場を数箇所設置する
③北側・北西側・西側の境界から１０ｍ位のモウソウチクは皆伐する。
　ケヤキ等に悪影響を与えているモウソウチクは除伐する。
　台地上のモウソウチクは順次皆伐し、中段のモウソウチク林を育成する。
　マダケ林に侵食したモウソウチクも除伐する。
　伐採したモウソウチクは、北西側、西側の境界柵に用いる。
④南西角のフェンスをはずして、駐車できるようにする

地主の渡辺さんも来てくださったので、当面の作業の基本方向が見えてきた。最優先の北西
側ケヤキ伐採跡の整理は相当の難物。
全体として変化があり、整備すればとても魅力的な森になりそう。渡辺さんも「数年後が楽し
み」と。
西側では、畑に差し掛かっていた枝を少し切っただけで、大分、雰囲気が変わった。
池も堆積物を除去し、周囲を明るくすると素敵なエリアになりそう。井戸・味噌蔵跡も再生可
能。
南側のマダケ林はひどく荒廃しており、南東方向の藪もすごいが、ちょっとお預けか。

　　　駐車場所の整備（フェンス除去、下刈り・整地）

その他　　　渡辺（地主）

（森、樹木、草花、動物、鳥、昆虫、思いついたこと何でも。）

（１期）高木、深野
（３期）早川、須藤
（５期）

（２期）野口
（４期）野坂
（６期）松田



大項目 小項目 内 容

活動日時

活動内容

活動の

連絡事項

記録

相談事項

(意見交換)

その他

自然観察

の記録

集合場所 秋山の森

次回予定 集合日時  ８月１９日（水）10：00～

活動内容

必要道具

記録者の

コメント

その他

記録者

　参加者

　　敬称略

　　　秋山の森・活動記録・第4回

・南東隅のフェンスを６ｍあまり取り外し、内側の草木を刈り払い、整地して車3台
分の駐車スペースを整備した。
　

２００９年8月3日（月）　　１０ 時００分　～１２ 時分　　天気：晴れ

野口功

西側のクズとカナムグラの繁茂がすごい。秋～冬に刈り払い、早春の芽生えを除
草すれば、見違えるようになるはず。日当たりも良いし、除草後の新しい草花の出
現が楽しみ。

午後の連絡会で協議したこと
①地主さんとの里やま活動協定案を検討し、確認した
　みどり花の原案を一部修正し、近く市と協議した上、8月中の調印をめざす
②9月7日に秋山の森の披露とゴミ清掃を行う。
③森への往復の自動車の乗り合いを行う。車提供者に会から1回500円支払う。
　試行として、次回、8月19日９：３０　新京成八柱駅北口、早川カー（定員7名）
　利用希望者は事前に早川さんに連絡(047-387-7982、
hayama59045@joy.ocn.ne.jp)
④公共交通機関利用者には、交通費をして1回500円補助する。

わずか2時間足らずで駐車場所の整備ができた。人海戦術はすごい。

　　　お披露目に向け、通路と広場の除草・整備

その他

（森、樹木、草花、動物、鳥、昆虫、思いついたこと何でも。）

（１期）小野、高木、深野
（３期）早川
（５期）　大石、三角

（２期）野口
（４期）
（６期）横山、松田



活動日時 ２００９年8月19日（水）　　１０ 時００分　～１２ 時分　　天気：晴れ

活動内容

*通路のササ刈り・整備（入口→広場、広場→廃木・刈草置場）
*広場の整備（枯枝等の除去、ササ刈り）
*入口階段の整備（除草）
*広場への階段の整備（溜まった土砂の除去、大きな石の除去）
*廃木・刈草置場の設置（広場の左手奥の斜面の下）
*枯れ枝の切除（通路上のクヌギの太い枝、広場のクリ・ケヤキ・シラカシの枝）
*モウソウチクの除伐（広場のクリの木周辺の4本）
*ごみ収集（入口付近）
*旧五右衛門風呂のたまり水に殺虫剤
*広場中心部の土中の蜂の巣を退治

活動の成果

*２時間弱で、通路、広場、廃木・刈草置場が整備され、本格的作業の準備ができた
*広場に至る階段は、見事なレンガの階段で見違えるようになった
*取り合えず目につく枯れ枝を切除し、安全を確保した
*広場のクリの木の周囲の竹を除伐し、クリの木に光が当たるようになった

自然観察の記録
*広場中心部の土中に小型の蜂の巣
*カブトムシ１匹

協議・合意事項
*次回からマイカップを持参すること
*カメラ所有者はできるだけ持参する。当日、写真記録係りを決める。
　作業の前後に記録撮影する。　写真は三島さんに送信する

報告・連絡事項
午後、地主の渡辺さん宅で、みどりと花の課の立会いの下に、里やま活動協定に調
印した。　有効期間は、2012年8月18日までの3年間。以後、申し出がなければ毎年自
動延長となる。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　９月７日（月）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　森のお披露目（区域内一周とごみ・危険物の除去）
　　　　　　　　　それぞれの会員に広く参加を呼びかける。
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

*8/２１(金）15:00ステップアップ講座（みどり行政）市民会館２０１会議室
*8/23(日）9:30　関さんの森を育む会　　こども樹木博士
*8/25（火）10:00　根木内歴史公園　夏休み工作作り
*9/6（日）10:00　　四季の会　チェーンソー安全講習　金ヶ作自治会館・囲いやまの森

その他
*蜂刺され２人、とげ１人
*車の乗り合わせ　早川カー５人、野口カー３人、松田カー３人

記録者のコメント
（記録・野口功）

長い間手入れがされていなかったため、危険な枯れ枝がたくさんある。特に、入口か
らの通路上に伸びたクヌギの枯れ枝は、太さ２０ｃｍもあった。また、ロープで引いただ
けで、簡単に折れるものもあり、いつ落ちてくるかわからない情況。今後十分な注意
が必要。
旧味噌倉跡に、立派な丸太があり、広場のテーブル作りに使えそう。井戸も有望。
今日は１９人の参加で、予想以上に仕事が進んだ。「数は力なり」

　参加者

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、山口
(2期）野口、三嶋、
(3期）早川、張江、山下、
(4期）中島、野坂、
(5期）　大石、富田、三角、山田、
（6期）　松田、横山

秋山の森　活動記録　第5回



活動日時 ２００９年9月7日（月）　　１０ 時００分　～１２ 時３０分　　天気：晴れ

活動内容

森のお披露目、本格的な活動開始
*各期毎に４班に分かれて森内を一周し、観察・検分しながら、ごみを回収
*北東側のフェンスに絡んだ蔓草の除去とフェンス沿いの除草・清掃
*広場の北隅の枯れたクヌギ（１５m)の除伐（手鋸）、広場周辺の枯れ枝の切除（ロープ）
*広場内のモウソウチク２本除伐
*倉庫跡横の鉄釜のたまり水の櫂だし
*北西側隣家との境界付近の検分と作業手順の検討

活動の結果
*収集ごみー燃えるゴミ４袋、プラごみ２１袋、缶２袋、壜１袋、その他ごみ３袋
*北東側道路沿いは見違えるようにきれいになった
*南東側ブロック塀の内側に、生ゴミが山になっていた

自然観察の記録
*モウソウチク林の中に、タヌキのため糞。糞は新しい。
*北東側フェンス内側にスズメバチの巣（直径１０ｃｍ余り）。除去した。

協議・合意事項
*次回以降の作業は、北西側隣家との境界部分をバス道路側から整備を進める。
　（道路近くのモウソウチクの皆伐、境界から幅５ｍ程度の区域の除草・整理）

報告・連絡事項
*9/4周辺住宅に挨拶まわり（面談10件、挨拶状投函50枚）。
*挨拶状を見た近隣の方（１家2名）が、今日の活動に参加された。
*地主の渡邉さんが活動を見にこられ、ご報謝をいただいた。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　９月16日（水）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　北側バス道路沿いの除草と清掃
　　　　　　　　 北西側への通路の整備
　　　　　　　　 北西側隣家との境界の整備（モウソウチクの伐採、除草など）着手
　　　　　　　　 通路上などの危険な枯れ枝の切除
必要道具　　通常の作業道具

午後の臨時作業　　八幡腰の森の除草、倉庫扉・作業テーブル製作
　　　　　　　　　　　　　　（当日、参加できる人数で判断。八幡腰の除草を優先する）

各団体の行事等

*9/10（木）囲いやま森の会　秋の虫の音を聞く夕べ（17時～）　飲物自由
*9/11（金）小浜の森の会　お披露目・ごみ清掃（10時　小浜屋敷の森）
*9/29（火）ステップアップ講座「北総台地のなりたち」（９：４０ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀー）
*10/7（水）ステップアップ講座「生き物とつくる森」（14時　ゆうまつど）

その他 *車の同乗ー八柱駅北口から2台、14名

記録者のコメント
（記録・野口功）

お披露目ということもあり、30名の参加。挨拶状を見たご近所の方2名も参加された。幸先
良し。
これだけの力があるとすごい。ごみも片付き、北東側道路沿いも見違えるようになった。道
路側の作業は日射と照り返しでたいへんだったと思う。
これから、北西側に放置されたケヤキ丸太は難物、西側～南側のつる草の除草は相当の
作業。

　参加者

(1期）伊藤、小野、高木、深野、森田、山口
(2期）新井、高鳥、西澤、野口、三嶋、
(3期）篠田、新庄、末広、外岡、早川、張江
(4期）篠原、中島、野坂、
(5期）　青木、大石、富田、彦坂、三角、山田、
（6期）　石本、原、松田、横山
（その他）　渡邉さん、ご近所の方（1家族2名）

秋山の森　活動記録　第６回



活動日時 ２００９年9月16日（水）　　１０ 時００分　～１２ 時００分　　天気：晴れ

活動内容

*北側バス道路沿いのフェンス際の除草・ごみ収集・清掃
　（刈った草は、北東側フェンス沿いの溝に）
*広場北側のクヌギ２本の枯れ枝を５本切除。
*井戸の水をくみ上げてみた。

活動の結果

*収集ごみー燃えるゴミ１袋、プラごみ３袋、缶１袋、壜１袋、傘６本など
*バス道路沿いも見違えるようにきれいになった。
　バス待ちの人からも、「ようやくきれいになりますね」と。
*井戸の水は清んでいて、手洗いくらいは十分つかえそう。
　水面まで４．４ｍ。水深は不明だが、結構深そう。

自然観察の記録 *広場の北側にヒガンバナが一輪。

協議・合意事項

報告・連絡事項
*深野さんから渡邉さんに礼状と作業計画案を郵送した。
*地主の渡邉さんが活動を見にこられ、作業計画案に同意された。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１０月５日（月）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　北西側への通路の整備
　　　　　　　　 北西側隣家との境界の整備（モウソウチクの伐採、除草など）着手
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
*9/29（火）ステップアップ講座「北総の自然を見る」（９：４０ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀー）
*10/7（水）ステップアップ講座「生き物とつくる森」（14時　ゆうまつど）

その他 *車の同乗ー八柱駅北口から１台、4名

記録者のコメント
（記録・野口功）

前回より参加は少なかったが、バス道路沿いフェンスの除草と清掃が終わり、外観が明ら
かにきれいになり、作業の成果が近隣にも目に見える形で現れている。
バス道路沿いだけでも７０ｍ。フェンスの内側幅２ｍくらいはアズマネザサを刈り払いたい
が、今回は東の方からの一部にとどまった。　まだ始まったばかりだが、竹林の整備にかか
るまでには、まだかなりの日数がかかりそう。

　参加者　１５名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野
(2期）野口
(3期）篠田、早川、張江、山下
(4期）中島
(5期）　青木
（6期）　石本、野坂、松田
（その他）　渡邉さん

秋山の森　活動記録　第7回


