秋山の森 活動記録 第20回
活動日時

活動内容

2010年4月21日（水 ）10時〜1２時 天気：晴れ
*畑沿い草地のカナムグラの除草。約三分の一終了。
*南側の隣家に張り出したケヤキの枝を切る準備として周囲のマダケを伐採。準備完了。
*ブロック塀際のモウソウチクの伐採・処理。４本。
*南東側の測量・調査継続。6期が購入したレーザー距離計が活躍。
*モウソウチク林育成区域の西側境界としてトラロープ。
*モウソウチク皆伐区域を中心に筍採取。
*南側広場の真ん中にに廃石材を敷き、
焼却炉（高木さん提供）の台設置。

自然観察の記録 *ウラシマソウがたくさん花を咲かせていた。
*モウソウチクの皆伐地域は、筍の段階で処分する。
*筍がどんどんでるので、臨時作業を行う
*これから初冬まで、枯れ竹の処理を中心に作業をする。
*北側隣家から、クヌギの花粉で洗濯物を干せないので、伐採してほしいとの要望があった。
生きている高木の伐採はボランティアの一存ではできないと断った。
*朝方、ご近所の方から。「落葉がたくさん飛んできて、掃いても処分に困る。森に戻してよい
報告・連絡事項等 か」
『基本的にはよいが、やたらにされても困る。
活動日に声をかけくれれば、一緒に作業する』と回答。
*畑所有者の敷地に出ている筍を処理して、おばあちゃんに喜ばれた。
集合場所 秋山の森
集合日時 4月２６日（月）10時
次回予定
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
（臨時作業）
活動内容 不用な筍の処分
必要道具 通常の作業道具、あれば鍬。
協議・合意事項

その他
新緑の真っ盛り。森は気持ちがよいが、ご近所の方は喜んでばかりもいられない様子。
記録者のコメント 草地のカナムグラは、今のうちなら根から抜けるが、伸びてツルになったら大変。
（記録・野口功） ここの筍はすごく太い。これがみんな伸びてしまったらと思うとゾッとする。
これから暑い時期に枯竹・倒竹の処理は、相当きつそう。

参加者
２０名

(1期）伊藤、小野、菊池、高木、高橋、深野、森田、山口
(2期）野口
(3期）篠田、早川、張江、須藤
(4期）中島、野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）松田、横山

秋山の森 活動記録 第21回(臨時）
2010年4月2６日（月 ）10時〜13時30分 天気：晴れ

活動内容

*畑沿い草地と南広場のカナムグラの除草。
*モウソウチク皆伐区域を中心に筍を除去。（数えなかったが、7〜80本？）
ご近所、通りがかりの人に声をかけ、希望者に筍を持っていってもらった。
（森に来てくれた人5人、届けた家３軒？）

自然観察の記録 *畑近くの木にフクロウが出現。カラスが集まって追い払ってしまった。
協議・合意事項
報告・連絡事項等 連絡会：5月3日15時〜

次回予定

集合場所
集合日時
車の同乗
活動内容
必要道具

ゆうまつど会議室（テント小屋は休館日のため）

秋山の森
５月3日（月）10時
同乗車は9:30八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
不用な筍の処分、枯れ竹の整理
通常の作業道具、あれば鍬。

*一起の会お楽しみ会：谷根千の巨樹・古木を訪ねる ５月１２日（水）
*ステップアップ講座「普通救命講習」 5月13日（木）１３：３０〜１５：３０ 八ヶ崎消防署
各団体の行事等
「伐倒実習」 5月29日（土）９：３０〜 わんぱくの森
*里やまシンポジウム「里山と都市」 5月16日（日）１０：００ 和洋女子大学西館
その他
ここの筍は太くて大きい。届けた家では、掘りたてでやわらかいと喜ばれた。
記録者のコメント
落ち葉が飛んできて大変と言っていたが、少しでも和らいだらと期待する。
（記録・野口功）
みなさんの営業の熱意に感激した。

参加者
８名

(1期）高木、深野
(2期）野口
(3期）
(4期）野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）松田

秋山の森 活動記録 第22回
2010年5月3日（月 ）10時〜12時30分 天気：晴れ

活動内容

*台地上の枯れて倒れている竹の整理。
*モウソウチク皆伐区域を中心に筍を除去。（数えなかったが、7〜80本？前回と同じ位）
ご近所、通りがかりの人に声をかけ、森に来てくれた３人に、筍を持っていってもらった。
タケノコの白テ−プは獲ってはだめ（竹に育てる）の意です。

活動の結果
その他気づいたこと

自然観察の記録

*カナムグラは相変わらずスゴイ。クロアゲハ。*国分川と齊藤邸の間付近の荒れた畑地に
キジが散見される。

協議・合意事項
報告・連絡事項等

次回予定

集合場所
集合日時
車の同乗
活動内容
必要道具

秋山の森
５月１９日（月）10時
同乗車は9:30八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
不用な筍の処分、枯れ竹の整理
通常の作業道具、あれば鍬。

*一起の会お楽しみ会：谷根千の巨樹・古木を訪ねる ５月１２日（水）
*ステップアップ講座「普通救命講習」 5月13日（木）１３：３０〜１５：３０ 八ヶ崎消防署
各団体の行事等
「伐倒実習」 5月29日（土）９：３０〜 わんぱくの森
*里やまシンポジウム「里山と都市」 5月16日（日）１０：００ 和洋女子大学西館
その他

*5月９日（日） みどり再発見ツア−の参加予定者は伊藤、高木、新庄、山下、松田の各氏

記録者のコメント 帰りに「八幡腰の森」に寄ってみたところ、「草刈りが必要」な状況になっている。次回の秋
（記録・深野）
山の定例活動日の午後に皆で作業しよう！参道中央付近のイヌザクラが咲き初めていた。

参加者
１１名

(1期）伊藤、高木、深野
(2期）
(3期）篠田、新庄、須藤、張江、山下
(4期）野坂
(5期）青木
(6期）松田

秋山の森 活動記録 第23回
2010年5月19日（水 ）10時〜1２時30分 天気：曇り

活動内容

*畑沿い草地の除草（刈払機。刈った草は南側ブロック塀沿いに積み上げ）
*道路沿いに伸びてきた草刈りとフェンスに絡むツル草の除草、ゴミ清掃
*モウソウチク皆伐区域を中心に筍・若竹を除去
*モウソウチク林内に放置された枯竹の整理（南側ブロック塀沿いに積み上げ）

活動の結果
その他気づいたこと

自然観察の記録
協議・合意事項
報告・連絡事項等
次回予定

集合場所
集合日時
車の同乗
活動内容
必要道具

秋山の森
６月７日（月）10時
同乗車は9:30八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
不用な筍の処分、枯れ竹の整理、隣家際のマダケの除伐
通常の作業道具

各団体の行事等
その他

朝、ご近所の方に声をかけたら、昼頃、幼稚園児を連れた若いお母さんが2人来られ、
筍を差し上げた。

モウソウチクの生育はすごい。食べられるような筍は少なくなり、早いものは７−８ｍくらいに伸
びている。かなり退治したが、東側の溝までとても運びきれなかった。
記録者のコメント
畑地沿いのカナムグラの繁茂も半端でない。刈払機を使っても、結構重労働だ。
（記録・野口功）
枯れた倒竹の整理は、硬い枝の除去と稈の整頓で手一杯。マダケ林を縫ってブロック塀際ま
で運ぶのが大変。

参加者
１９名

(1期）伊藤、高木、高橋、深野、山口
(2期）野口、三嶋
(3期）荒井、小島、篠田、張江、山下
(4期）野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）松田、横山
(7期）小島

秋山の森 活動記録 第24回
2010年6月7日（月 ）１０時〜1２時30分 天気：晴れ

活動内容

*ごみの収集・分別・集積
*駐車場及び東側道路沿いの除草
*南東側隣家の庭沿いのマダケの刈り払いと、庭に生えた筍の除去
*モウソウチク林内の枯竹・倒竹の整理（枝払いし、数箇所に集積）
*南側広場に生えた当年竹の除伐

活動の結果

*東南側隣家の庭との間に、幅１．５ｍほどの間隔ができた。
*モウソウチク林内の倒竹の整理は半分くらい進んだ。

その他気づいたこと

モウソウチクの筍は盛期を過ぎて、マダケの筍が伸び始めている
広場のケヤキ丸太にかぶせていたビニールシートを突き破ってモウソウチクが伸びていた
自然観察の記録
畑側草地に陽が当たるようになり、ヒルガオがたくさん咲いていた。
除草していない草地にはヒカゲチョウの仲間がたくさん乱舞していた。
協議・合意事項
報告・連絡事項等

次回予定

集合場所 秋山の森
集合日時 ６月１６日（水）10時
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理など
必要道具 通常の作業道具

ステップアップ講座
７月１６日（金）１０時〜１６時 石みやの森（７期のフィールド）・北山市民会館
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員、
各団体の行事等 ９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
その他
朝９時半に行ったら、もう高木さん駐車場の草刈をしていた。深野さんと一緒に、東南側隣家に
あいさつもすませたという。他にもすでに何人か来ており、皆さんの熱意に驚く
記録者のコメント
ごみは大分少なくなった。バス停側の投げ込みも思ったほどではない。成果が出始めている。
（記録・野口功）
暑い日で、日向での草刈、密生したマダケの除伐、湿気の多い竹林内の倒竹の整理など、作
業は汗だく。

参加者
１６名

(1期）伊藤、小野、高木、深野
(2期）野口
(3期）篠田、早川、張江、山下
(4期）中島、野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）松田、横山

秋山の森 活動記録 第25回
2010年6月15日（水）１０時〜1２時１0分 天気：曇り
*ごみ回収の立会い
*モウソウチク林内の枯竹・倒竹の整理（枝払いし、数箇所に集積）
*南側広場の草刈（刈払機）
活動内容
*周辺部のモウソウ若竹の除伐
*マダケ林内の整備・筍除去
*応援団名札板と掲示板の設置（入口脇）、あいさつ文の掲示（掲示板他3箇所）
*過去に伐採・放置されていた竹の整理はかなり進み、竹林内の数箇所に積まれています。
*前に草刈した後、カナムグラなどが繁茂していた南側広場がきれいになりました。
活動の結果
*敷地境界付近のマダケの除伐はほぼ完了しましたが、また新しいマダケが伸び始めていま
す。
モウソウチク林内に伐採・放置された竹の片付けは、もう１、2回で終りそうです。
今後の手順は、①立っている枯竹の伐採・処理、②作業通路（将来の散策路）の位置
決め、③予定通路上の竹の伐採・処理、④ブロック塀際への運搬・集積（枯竹カン・
報告・連絡事項等 使える竹は分別）、⑤竹林の間引き（冬季）、⑥集積場の囲い設置（伐採竹使用）
となると思います。
マダケは冬季に皆伐し、テングス病の枝は焼却。使える竹は、畑沿いと隣家庭沿いの
垣根設置に活用する。

次回予定

集合場所 秋山の森
集合日時 ７月５日（月）10時
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理など
必要道具 通常の作業道具

ステップアップ講座
７月１６日（金）１０時〜１６時 石みやの森（７期のフィールド）・北山市民会館
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員
7月20日（火）10時〜15時 囲いやまの森
各団体の行事等
「森のあそび（草花あそび、ロープワーク）」
９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
朝方、本降りだったが、市によるごみの回収があるので、とにかく森に行った。雨模様にもかか
わらず、６人集まった。よくぞ！
記録者のコメント 雨が上がったので作業。雨上がりの林内は高温多湿。すっかり汗びっしょりになった。乱雑に
（記録・野口功） 放置された古い竹の枝払い・片付けは、面白くもなく、ただただ力仕事。それでも見苦しい枯
竹の山がなくなり、さっぱりすると気分がいい。数箇所に積まれたものを、林外（ブロック塀際）
に運ぶのが大仕事だ。
参加者
７名

(1期）高木、(2期）野口、(3期）篠田、早川、張江、(5期）青木、(6期）横山

きれいになった南広

伐採竹の片付

竹の集積

秋山の森 活動記録 第26回
2010年7月3日（月）１０時〜1２時１0分 天気：曇り 時々晴れ
*モウソウチク林内の枯竹・倒竹の整理（枝払いし、数箇所に集積）
*南側隣家境界・枝おろし予定ケヤキ周囲などのマダケ林整備・筍除去
活動内容
*西側畑境界のクズなど除草
*北東角付近の道路沿いの除草
*モウソウチク林内に放置されていた倒竹の整理は、おおむね終了。
刈り払った枝はまだ散乱したまま。
活動の結果
*入口付近の道路際がきれいになりました。
*敷地境界付近のマダケの除伐はほぼ完了した。
*新聞「赤旗」の記者が取材に訪れました。
報告・連絡事項等 *高木さんのご近所の方が体験参加されました。次回から活動に参加されます。
*秋山在住の女性が来訪。次回から活動に参加されます。
*マダケが周辺部に向かって旺盛に伸びていました。
自然観察の記録
*スズメバチ（女王蜂）が周回していました。
集合場所 秋山の森
集合日時 ７月２１日（月）10時
次回予定
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。 同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理、畑側草地の除草など
必要道具 通常の作業道具。刈払機を持ってこられる方はお願いします。
ステップアップ講座
7月20日（火）10時〜15時 囲いやまの森
「森のあそび（草花あそび、ロープワーク）」
８月３１日（火）１０時〜１６時 石みやの森（７期のフィールド）・日本園芸生産研究所会議室
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員
９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
各団体の行事等
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
レッツ体験受入れ
囲いやま 7/20、8/1、8/7、8/17。 三樹の会8/7、8/23、
根っ子の会7/16、7/23、8/20、8/27。関さんの森7/17、7/18
夏休みイベント
囲いやま 8/1「森の楽校」、9/7「虫の音を聴く夕べ」
根っ子の会 8/3「虫ハカセになろう」、8/24「夏休み工作つくり」
テント小屋 8/8「夏休みこどもスクール２０１０」三吉の森
とにかく蒸し暑い。外は風があったが、竹林内は蒸し風呂状態。
倒竹がおおむね片付いて林床が大分きれいになった。次回から立っている枯竹の除伐に入
記録者のコメント る。倒竹の整理よりはましか。
（記録・野口功） マダケの成長と西側草地の繁茂がすごい。月2回ではとても追いつかない感じ。
ご近所から見学の女性は、「前から何か始まったと気になっていたが、掲示が出されたので来
てみた」とのこと。やはり、掲示は必要。埼玉で里やま活動をしておられる方で、心強い。
参加者
１０名+3名

(1期）伊藤、小野、高木、深野
(2期）野口 (3期）早川、張江
(4期）野坂 (5期）青木 (6期）松田

(その他）
赤旗記者1名、
体験参加1名、見学1名

秋山の森 活動記録 第27回
2010年7月21日（水）１０時〜1２時 天気：晴れ
活動内容

*ケヤキの倒木で押しつぶされた竹の伐採処理（30本くらい）
*モウソウチク林内の枯竹の整理（10本くらい）、*マダケ林の整理
*西側畑沿い草地の除草（刈払機4台）、*バス道路沿いの除草

活動の結果

*ケヤキ倒木でつぶされた竹は、半分（片側）終った。
*西側の畑に面した草地は、３〜１０ｍ幅で刈り払ったが、ブロック塀付近は残っている。
*バス道路に面したフェンス際は、除草が終わり、きれいになった。

池の南側のケヤキ（直径５０ｃｍ余）が根元から倒れていた。（渡邉さんに報告）
隣家境界から１０ｍ足らずの所だが、幸い、隣家とは反対側に倒れたので、直接の被害はな
報告・連絡事項等 かったと思われる。枝には葉が着いているが、根元の折れた部分はほとんど枯れていた。
かなりの数の竹が押しつぶされていた。押さえ込まれている竹は、切ると跳ね返る恐れがあり、
危険なので、高枝切りののこぎりを使って、離れた所から伐採作業をした。
自然観察の記録

次回予定

*広場のビニールシート上で、気温３４℃、湿度６０％。
*タマムシ、オニヤンマ、コシアキトンポ、ノシメトンボ、カラスアゲハ、トウキョウヒメハンミョウ
集合場所 秋山の森
集合日時 ８月２日（月）10時
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理、ケヤキ倒木の後処理、畑側草地の除草など
必要道具 通常の作業道具。刈払機を持ってこられる方はお願いします。

ステップアップ講座
８月３１日（火）１０時〜１６時 石みやの森（７期のフィールド）・日本園芸生産研究所会議室
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員
９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
各団体の行事等
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
夏休みイベント
囲いやま 8/1「森の楽校」、9/7「虫の音を聴く夕べ」
根っ子の会 8/3「虫ハカセになろう」、8/24「夏休み工作つくり」
テント小屋 8/8「夏休みこどもスクール２０１０」三吉の森
その他

地元在住のＵさんが、今日から活動に参加されました。所沢で、里山整備の活動をされている
ので、秋山には第3水曜日の活動に参加されます。

今日も暑い。１．５リットル持ってきた水がなくなり、シャツは絞ると水がしたたるほど。
大きなケヤキが倒れていたのにはびっくり。被害がなくて不幸中の幸いだったが、他の木も健
康情況をチェックする必要がある。
記録者のコメント
竹林内はまだまだだが、当初と比べると見違えるほど見通しが良くなってきた。
（記録・野口功）
西側草地は、カナムグラなどのつる草がはびこり、刈払機にからまって作業がはかどらない。来
年も同じことにならないよう、タネが飛ぶ前に刈り払らう必要があるが、月2回の作業で間に合う
かどうか。
参加者
１７名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、森田、山口
(2期）野口 (3期）篠田、須藤、早川、張江 (4期）野坂
(5期）青木、田村 (6期）横山 (地元）Ｕさん

秋山の森 活動記録 第28回
2010年8月2日（月）１０時〜1２時 天気：晴れ

活動内容

*ケヤキの倒木の処理（脚立・チェーンソーで大枝の切り取り、つぶされた竹の除伐）
*モウソウチク林内の枯竹の伐採整理続き（約６0本くらい）
*マダケ林の整理続き
*西側畑沿い草地の除草（刈払機３台）
*東側フェンス・道路の除草

*台地上の枯竹は、大方伐採した。
*畑沿い草地の除草は、一段落した。
活動の結果
*ケヤキ倒木は枝の処理だけでまだ数回かかりそう
*東側フェンス・道路の除草は、入口から4分の１くらい終了
自然観察の記録 *アブラゼミ、ミンミンゼミの合唱。
集合場所 秋山の森
集合日時 ８月１８日（水）10時
次回予定
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理、ケヤキ倒木の後処理、フェンス・道路の除草など
必要道具 通常の作業道具。
ステップアップ講座
８月３１日（火）１０時〜１６時 石みやの森（７期のフィールド）・日本園芸生産研究所会議室
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員
９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学大学院園芸研究科 柳井准教授
各団体の行事等
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課減ＣＯ２担当室 町山室長
夏休みイベント
囲いやま 9/7「虫の音を聴く夕べ」
根っ子の会 8/24「夏休み工作つくり」
毎度のことながら暑い。広場は風が通って、助かる。
草地はブロック塀まで除草完了。
記録者のコメント 前回除草した所は、カナムグラがなくなった後、クズが残った根から葉を広げていた。
（記録・野口功） モウソウ枯竹の伐採はかなり進み、枯竹だけは秋の内には何とか終りそうだが、竹林内に山積
み。
マダケ林はかなり見通しがよくなった。
井戸水は冷たくて気持ちよかった。
参加者
(1期）伊藤、小野、高木、(2期）野口、三嶋 (3期）須藤、早川、張江、
１６名
(4期）中島、野坂、(5期）青木、田村 (6期）松田、横山、(その他）古谷、森(根木内）

秋山の森 活動記録 第29回
2010年8月18日（水）１０時〜1２時 天気：晴れ

活動内容

*ケヤキの倒木の処理続き（中枝を約10本切り取り、つぶされた竹の除伐）
*モウソウチク林内の枯竹の伐採整理続き（約40本くらい）

活動の結果

一起の会からの要請
植樹祭（10/30）の準備作業（草刈、不要木の引き抜きなど）に力を貸してください
報告・連絡事項等
9月22日（水）、9月29日（水）いずれも10時〜昼
可能な方は、刈払機も
*アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの合唱。
*ゴマダラチョウ、ヒョウモンチョウ、クロアゲハ、キアゲハ、シオカラトンボ
自然観察の記録
*池の水は干上がり、底を歩ける状態
*ミョウガがたくさん出ていた

次回予定

集合場所 秋山の森
集合日時 9月6日（月）10時
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 枯れ竹の整理、ケヤキ倒木の後処理、フェンス・道路の除草など
必要道具 通常の作業道具。

ステップアップ講座
８月３１日（火）１０時〜１６時
石みやの森（７期のフィールド）・日本園芸生産研究所会議室
「森林保全計画の作り方」 森林研究所・福島主任研究員
９月１３日（月）１４時〜１７時 ゆうまつど
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
各団体の行事等
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
夏休みイベント
囲いやま 9/7「虫の音を聴く夕べ」
根っ子の会 8/24「夏休み工作つくり」
その他

隣家から、清涼飲料水10本差し入れがあった。感謝

モウソウチク林内は、だいぶ見通しがよくなったが、枯竹の伐採にまだ数回かかりそう。
記録者のコメント
切った竹は竹林内に数か所の山になっており、その運搬が大仕事。
（記録・野口功）
前回除草した草地は、ますますクズが勢いづいている。次の課題。
参加者
１3名

(1期）伊藤、高木、高橋、深野 (2期）野口、山口
(4期）野坂
(5期）田村
(6期）松田、横山

(3期）篠田、須藤
（近隣）1名

秋山の森 活動記録 第29回
2010年9月6日（月）１０時〜1２時 天気：晴れ
活動内容

*モウソウチク林内の枯竹の伐採整理続き（約60本くらい）
*枯竹伐採後の切り株を根際から除去（約30本）
*畑地沿い草地のクズ、カナムグラなどの除草（草地の三分の一くらい）

活動の結果

モウソウチクの枯竹の除伐はおおむね終わりました。

森所有者の渡邊さんが来られ、冷たい飲み物をたくさん差し入れしてくださいました。
報告・連絡事項等 今後の整備方針なども協議しました。
次回（10月4日）、枯竹運搬の作業道（将来の散歩道）のラインを決めて、整備しましょう。
*朝はミンミンゼミの大合唱。
*シオカラトンボなど、トンボがたくさん飛んでいました。
自然観察の記録
*ナミアゲハ、アオスジアゲハ、クロアゲハ
*オオカマキリ、カブトムシ（死体）

次回予定

集合場所 八幡腰の森
集合日時 9月15日（水）10時
車の同乗 同乗車は9:30八柱駅北口。
同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容 除草
必要道具 刈払機

ステップアップ講座
９月１３日（月）１４時〜１７時 松戸勤労会館Ｂ会議室（ゆうまつどから変更になりました）
「松戸市の里やま保全活動の課題と展開」 千葉大学園芸学部・柳井準教授
１０月１９日（火）１４時〜１７時 場所未定
「環境行政から」 松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
各団体の行事等 一起の会
10月30日（土）植樹祭
準備のための除草等作業 10月22日（水）、29日（水） 10時〜12時 各団体の応援を
囲いやま森の会
10月2日（土）10時〜14時 松戸青少年会館「秋の青少年教室⑤ 森の探検隊」
10月10日（日）13時30分〜15時 森で楽しむ音楽会
その他
記録者のコメント
冷たい井戸水にほっとしました。とにかく、早く涼しくなってほしいです。
（記録・野口功）
参加者
１4＋1名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、山口 (2期）野口 (3期）早川、張江
(4期）
(5期）青木、田村
(6期）松田、横山
（その他）古谷
渡邊

