
2010年10月4日（月）１０時～1２時　天気：曇り

活動内容
*畑沿いのメヒシバ、クズ、カナムグラなど除草
*西側道路沿い及びフェンスの除草

活動の結果
草地は、畑に近い部分は一応きれいになった。
フェンス沿いの除草は完了。

報告・連絡事項等
10/1武蔵野美大学生4名他がマダケ林検分（案内・松田）
（常磐ロードライン企画でマダケが欲しいとのこと。作業日に刈り取りに来る予定）

自然観察の記録
*作業広場の栗が実っていました。
*池からブロック塀方面にかけては、深さ10ｃｍ位の湿地状態でした。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　10月20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　　竹林整備、除草、倉庫前の土止め
必要道具　 通常の作業道具、刈払機

各団体の行事等

ステップアップ講座
　　　１０月１９日（火）１４時～１７時　場所：勤労会館
　　　「環境行政から」　松戸市環境計画課・町山減ＣＯ２担当室長
一起の会
　　10月30日（土）植樹祭
囲いやま森の会
　　10月10日（日）13時30分～15時　森で楽しむ音楽会

記録者のコメント
（記録・野口功）

涼しくはなったが、蚊の猛攻は続いている。雨予報でも7人集まった。畑沿いの草地は、北
半分はクズやカナムグラは少なくなったが、それだけ地面への日当たりがよくなって畑沿い
にメヒシバが繁茂。南半分は、またクズとカナムグラが覆っている。これまでの数回の除草
の効果がでていると言うか、元の木阿弥と言うか。除草してきたから、このくらいで済んでい
ると思うしかない……か。

　参加者
　7名

(1期）小野、高木　(2期）野口　(3期）
(4期）野坂　　(5期）田村　　(6期）松田、横山

秋山の森　活動記録　第31回



2010年10月20日（水）１０時～1２時　天気：曇り時々小雨

活動内容
*作業路づくり（ブロック塀側、一部マタケ林内）　　＊蜂チェック　＊竹林内整理
*４６４道路沿いのフェンス内外の除草とゴミ掃除（捨てられているゴミ多い）

活動の結果
＊竹林内は大分空間ができてきた。＊蜂の巣確認できず。
＊竹置き場整理完了。マダケ林内孟宗竹３本伐採。＊４６４道路側はきれいになった。
＊作業路づくりも一歩進んだ。

報告・連絡事項等 ＊武蔵野美大学生と榎本氏に竹提供済み（案内・松田）

自然観察の記録
*作業広場の栗の実を拾いました。
*池の水が溜まっていた。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月1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　　竹林整備、除草、作業路づくりの続き
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等 一起の会　　10月30日（土）植樹祭

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

今にも降り出しそうな空模様にもかかわらず、16名が参加。
竹林内に積んだ枯竹をブロック塀際に搬出する作業路の開削に着手する段階になった。
これから冬の期間は、①モウソウチクの枯竹の搬出と積み上げ場所の整備、②マダケの皆
伐、③天狗巣病の枝葉の焼却処理の作業となる。切ったマダケのうち、垣根に使うものを
保管する場所の整備も必要。皆伐といっても、マダケは相当な量になる。計画的な作業が
必要。この冬でどこまで進むか。
今回の報告は、深野さんにまとめていただきました。

　参加者
　16名

(1期）小野、伊藤、高木、高橋、深野　(2期）野口　(3期）篠田、早川、張江、山
下(4期）野坂 (5期）青木、田村、三角 (6期）松田、（近隣)1名

秋山の森　活動記録　第32回



2010年11月1日（月）１０時～1２時　天気：曇り一時霧雨

活動内容

*枯竹運搬路・同集積場整備、枯竹を一部運搬開始
*マダケ林内のモウソウチク４本とマダケ３～４０本伐採
*用水桝近くのスギの枯れ木１本伐倒、周囲のモウソウチク２本伐採
*バス道路沿いのフェンス内外の除草とゴミ掃除（捨てられているゴミ多い）
*入口からの通路のササ刈り

活動の結果
＊枯竹は、一山の三分の一くらいを中継点まで運搬できた。
＊マダケ林内は、だいぶ空間が広がってきた。

報告・連絡事項等
*１１月１９日(金）、松戸ふるさと森の会の市内視察研修会一行が、秋山の森を訪問。
　　　13：15～14：15の予定。都合のつく方は、森で迎えてください。

自然観察の記録
*作業広場には、まだ栗の実が落ちていました。
*池の水があふれ、西方、ブロック塀近くまで水浸し状態でした。
*畑近くの草地でフキが収穫できました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月17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　　モウソウチク林内に積んだ枯竹を堆積所に運搬
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等
一起の会　　11月24日（水）秋のお楽しみ会（江戸城・北の丸公園）　９時松戸駅
根っこの会　１１月１２日（金）ヨシ刈りイベント。終了後、チッパー試運転。

その他
１日の連絡会で、伐採対象の木竹は赤テープ、保存対象の木竹は白テープに統一するこ
とになりました。

記録者のコメント
（記録・野口功）

バス道路沿いは、投げ込みごみがひどい。弁当ガラ、ビン、缶……。中には犬の糞を紙で
包んだものまで。市民道徳の欠如にあきれる。
枯竹移動の目途が立ってきた。枯竹の山がなくなって、きれいな竹林になるのが楽しみ。
フキはおいしくいただきました。

　参加者
　10名

(1期）伊藤、小野、高木、深野　(2期）野口　(3期）早川　(4期）中島、野坂
(5期）青木、田村

秋山の森　活動記録　第33回



2010年11月17日（月）１０時～1２時　天気：曇り一時小雨

活動内容

*年末清掃
*ブロック塀際の枯竹置き場に杭打ち
*モウソウチク林内に積まれた枯竹をブロック塀際の置き場に運版
*南側広場の除草
*南側広場斜面のサクラの周囲のモウソウチク除伐（約10本）

活動の結果

*ごみ　　ビン2袋、割れガラス1袋、缶2袋、紙ごみ2袋、有害ごみ1袋、便器1
*モウソウチク林内の枯竹は、2山片付いた。
*南側広場で、天狗巣病の竹枝を焼却する場所が整った。
*桜の周りのモウソウチクは、まだ数本残っている。

報告・連絡事項等
*11/19、松戸ふるさと森の会の市内視察研修会一行が、秋山の森を訪問しました。
　伊藤さん、三角さんがお茶などの接待をしてくださいました。

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　12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　　モウソウチク林内に積んだ枯竹を堆積所に運搬つづき
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

枯竹の運搬は、まさに人海戦術。予想以上に進んだが、もう数回かかりそう。
枯竹の山が片付いたら、散策路を整備して、生きている竹の間引きに入る。
次回は、天狗巣病のマダケ枝の焼却を試行してみよう。

　参加者
　17名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋　(2期）野口　(3期）篠田、須藤、早川、張江、山下
(4期）野坂、(5期）青木、田村、三角、(6期）松田、横山、（近隣）1名

秋山の森　活動記録　第34回



2010年12月6日（月）１０時～1２時　天気：曇り

活動内容

*モウソウチク林内の枯竹の山をブロック塀脇の置き場に運搬
*運搬路途中の湿地部分に木道設置
*南側広場の落ち葉除去、天狗巣病のマダケの枝を試験焼却
*南側広場斜面のサクラの周囲のモウソウチク除伐
*道路フェンス沿いの落ち葉の清掃。通路の落ち葉清掃。
*隣家に伸びた欅の枝切り落とし（1本）
*倒れた欅の処理
*モウソウチク林内の散策路の検討

活動の結果

*参加者が多かったのでモウソウチク林内の枯竹は、3山片付いた。残4-5山
　モウソウチク林内は、かなり見通しがよくなった。
*マダケ枝を焼却は、半ドラに収まる程度に短く切って燃やせば問題ないことを確認した。
　以前に刈ったものは、葉が落ちており、刈ってすぐ焼却しないと天狗巣病対策にならな
いことも判明。
*桜の周りのは明るくなった。
*道路の落ち葉を除去し、側溝への排水ができるようになった。
*隣家に伸びたケヤキ枝は、隣家の在宅時に断って隣家敷地内で処理することとした。

報告・連絡事項等
*根っ子の会が、門松・ミニ門松用に、モウソウチク2本、マダケ30本刈り取った。
*1月の定例日、3日は休みとする。19日は、作業後、森で新年会。
*布団とカーペットが捨てられていた。

自然観察の記録 雨の後は、池からブロック塀方面に向かって、湿地状態。水路を掘った方がよいか。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　12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　　モウソウチク林内に積んだ枯竹運搬つづき。堆積場の拡張
　　　　　　　　　天狗巣病のマダケ処理、隣家に伸びたケヤキ枝の切除など
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等 12月12日、根木内歴史公園餅つき。

記録者のコメント
（記録・野口功）

20人を超える参加。みんなでやる秋山の森の作業は爽快。「数は力なり」

　参加者
　21名

(1期）伊藤、小野、高木、深野、山口　(2期）野口　(3期）篠田、新庄、須藤、早川、張江、
山下、(4期）野坂、(5期）青木、田村、三角、(6期）松田、横山、（7期）山野辺、
（根っこ）児玉、三嶋

秋山の森　活動記録　第35回



2010年12月15日（水）１０時～1２時　天気：晴れ

活動内容

*枯竹置き場の杭・柵を補強。枯竹を置き場に運搬
*作業通路上に伸びていた枯枝を切除
*南側広場斜面のサクラの周囲のモウソウチク除伐
*マダケ林内のモウソウチク除伐、倒れこんでいた太い枝を処理。
*道路フェンス沿いの清掃。
*倒れた欅の解体処理
*倉庫入口右側の土止め柵設置

活動の結果
*枯竹の山は三つ片付き、大方終わった。後は小さな堆積が少し。
*マダケ林内も、間伐が進み、明るくなっている。
*倒れたケヤキの解体処理は、まだまだこれからが本格的な作業。

報告・連絡事項等
*1月の定例日、3日は休みとする。
　19日は、軽作業後、森で新年会。

自然観察の記録 モミジの紅葉がきれいだった。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　1月19日（水）10時
車の同乗　　車の同乗はありません。
活動内容　　今後の整備の仕方など相談。お昼から現地で新年会（天候次第）
必要道具　 新年会用の食べ物・飲み物歓迎

記録者のコメント
（記録・野口功）

あれだけの枯竹が、年内に概ね片付いた。予想を超える進捗に驚き。
皆さま、お疲れ様でした。
竹林内が透けてきた結果、危険な枯木・枯枝がいくつも見つかった。その下をみんなで何
十回も通って枯竹を運んでいたかと思うと、ぞっとする状態だった。竹林といえども、もっと
回りや上をよく見るべきと痛感した。
また、来年もよろしく。よいお年をお迎えくださいますよう。

　参加者
　22名

(１期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、森田、山口　　　(２期）新井、野口、野口Ｙ、三嶋
(３期）篠田、須藤、早川、張江、山下　　(４期）野坂　 　(5期）青木、田村、三角、
(６期）松田、横山、

秋山の森　活動記録　第36回



2011年1月19日（水）１０時～14時　天気：晴れ

活動内容

*北西側のクヌギの大枝６本切除
*モウソウチク５本、同枯竹５本除伐
*マダケ林のテングス病竹の除伐
*フェンス沿いの清掃
*広場の清掃
*階段わき斜面に積もった土の除去
*新年会

活動の結果

報告・連絡事項等
*地主の渡邊さんから
 　　過分な酒肴料をいただきました。感謝。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　2月7日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　同乗希望者は早川さんに事前申し込み
活動内容　　竹林整備など
必要道具　　通常の作業道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

８期の方が５人参加され、うれしかった。皆さんの元気な顔が見られ、楽しい新年会になっ
た。今年もよろしく。
オープンフォレストの秋山の解放計画を相談するのを忘れた。次回に。

　参加者
　24名+１名

(１期）伊藤、小野、高木、高橋、森田、山口　　　(２期）野口、三嶋
(３期）篠田、須藤、早川、張江　　(４期）中島、野坂　 　(5期）青木、田村
(６期）松田、横山、（８期）秋本、井口、佐々木、定森、高橋、（近隣）１名　　渡邊さん

秋山の森　活動記録　第37回

松戸里やま応援団



2011年2月7日（月）１０時～14時　天気：晴れ

活動内容

*根っ子の会・森さんの指導でチッパーのデモ運転。
*モウソウチク林内に積まれた竹枝を倉庫前に運び、チッパーで処理
*マダケ林の整備、侵食したモウソウチクの伐採（9本）
*北西側クヌギの大枝切り取り（3本）
*フェンス沿いの清掃
*竹林内に散策路を示すテープ張り（幅2～3ｍ、池の周囲は少し広く）

活動の結果

*竹林内の竹枝の山はかなり片付き、残り2やま
*北西側クヌギの枝おろしは、1本完了。2本目も、低い枝は終わった。
*散策路用テープを張り、竹林のイメージが見えてきた
*八輝の会の皆様のおかげで、フェンス沿いの落ち葉がきれいに片付いた

報告・連絡事項等 *一輪車を1台購入しました。

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　2月7日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　同乗希望者は早川さんに事前申し込み
活動内容　　竹林整備など
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
2/24小浜屋敷の森　森林研の福島さん、東葛農林センターの鈴木さんをな招いて、森づ
くり検討会（10：00～14：00）

記録者のコメント
（記録・野口功）

チッパーの威力はあまり大きくはないが、枯らした竹枝の処理には力を発揮した。あまり細
かくはならないが、容積は相当減らすことができる。次回で、竹林内に残った竹枝の山と
散乱している枯竹の破片を片付けることができそう。
北西側クヌギの高所の枝の切り取りは、特別な工夫が必要。
次回から、テープを張った散策路内のモウソウチクの伐採にはいる。

　参加者
　20名+１名

(１期）伊藤、小野、高木、深野　　　(２期）野口、三嶋
(３期）須藤、早川、張江、山下　　(４期）野坂　 　(5期）青木、田村
(６期）横山、（８期）秋本、小島、児玉、斉藤、佐々木、定森、（根っ子）森

秋山の森　活動記録　第38回



2011年2月16日（水）１０時～14時　天気：晴れ

活動内容

*散策路予定線内のモウソウチクの伐採（約25本）。
*マダケ林内のモウソウチクの伐採（12本）
*伐採モウソウチクで枯竹堆積場の囲い柵整備
*モウソウチク林内に散在した枯竹の破片をチッパー脇に運搬
*マダケを伐採し、畑側に運搬（垣根用）
*北西側のクヌギの大枝切り取り（3本）
*清掃

活動の結果

*通路の姿が見えてきました
*モウソウチクの林床がきれいになりました
*マダケ林は部分的に皆伐が進んでいます。
*北西側クヌギ２本目は、処理可能な枝切り取りは終了。
残り１本。

報告・連絡事項等

自然観察の記録 雪の重さで、モウソウチクが3本、マダケも10本折れていました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　3月7日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　同乗希望者は早川さんに事前申し込み
活動内容　　竹林整備など
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

2/24小浜屋敷の森　森林研の福島さん、
東葛農林センターの鈴木さんを招いて、
森づくり検討会（10：00～14：00）
3/30ステップアップ講座「伐倒基礎」わんぱくの森

記録者のコメント
（記録・野口功）

深野さんが数えたところ、散策路テープ内の竹は、モウソウチク・マダケ合わせて約２５０
本。枯竹堆積場の囲いなどではとても使いきれない。当面の伐採は、通路幅をもう少し狭
めた範囲にしてはどうか。
クヌギの枝切りは、２連梯子をいっぱいに伸ばして、チェーンソーをロープで釣り上げての
危険な高所作業。枝は太くて広く張り出しており、落下の衝撃も相当なもの。これ以上の
高所は、はしごも届かず、困難。

　参加者
　16名

(１期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、森田　　(２期）井口、野口　　(３期）篠田、張江
(４期）野坂　 　(5期）青木、田村、三角　　（7期）山野辺　　（近隣）1名

秋山の森　活動記録　第39回

雪で折れた

散策路

枯れ竹集積

クヌギの枝切り作業（前⇒作業⇒後⇒大



2011年3月16日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチク林内散策路内のモウソウチクの伐採（約20本）、片付け
*マダケ林内散策路内モウソウチクの伐採（3本）、マダケ林の整備
*チッパー脇に積まれた竹枝と枯竹の破片をチッパーで処理
*バス停上に伸びたケヤキ枯枝の切除

活動の結果

*切ったモウソウチクは、枯竹堆積場の囲いに使うとともに、散策路境界として活用
*竹材は、一部、根木内歴史公園と八ヶ崎の森で活用
*マダケ林は、これまで切った竹がようやく片付きました
*チッパー脇の枝等の山は片付いきましたが、竹林内に枝葉の山が増えています。

報告・連絡事項等

*北西側クヌギについて、かねてから、隣家の洗濯物が花粉で汚れるとの苦情があり、かな
り強く枝おろしをし、これ以上の高所は、我々ではできない旨報告していました。隣家よ
り、枝切除に感謝しつつ、残った高所の枝について、業者を入れて切りたいとの申し入れ
がありました。地主さんと相談し、家に近い３本のクヌギについて、了解しました。
*別の隣家より、雨水問題について地主さんともめているとの話がありました。

自然観察の記録

*畑側草地、ホトケノザ、オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ムラサキハナナ、ナズナが開花
*水仙は蕾。ニホンスイセンとセイヨウスイセン？の二種
*フキノトウがのびています
*広場入口近くの階段脇に、ウグイスカグラの可愛い花が

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　4月7日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は早川さんに事前申し込み
活動内容　　竹林整備など。
　　　　　ステップアップ講座「竹垣つくり」の準備、練習
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
3/30ステップアップ講座「伐倒基礎」わんぱくの森
4/13一起の会「小石川植物園の樹木観察
４月２９日のみどりのフェスティバルは中止の見込み

記録者のコメント
（記録・野口功）

前回は雪だったため、１か月ぶり。草地など、大分春らしくなってきた。
竹林の散策路もだいぶ姿が見えてきて、散策路の両側に竹を並べると、ずいぶん雰囲気
が変わってくる。
切るべき竹はまだまだ沢山。天狗巣病のマダケの枝葉の処理は手がついていない。
昼ごろから北風が強くなり、寒くなったので、昼食を食べずに解散した。

　参加者
　20名

(１期）伊藤、小野、高木、高橋、森田、山口　(２期）野口　(３期）篠田、張江、早川　（近
隣）1名
(４期）中島、野坂　 　(5期）青木、田村、三角　（６期）松田、横山　（根木内）菊池、三嶋

秋山の森　活動記録　第40回


