
2011年4月4日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側クヌギの周囲のモウソウチクの伐採（数十本）枝払い、稈の整理
*枯れたクヌギ2本伐採
*マダケ林内散策路内モウソウチクの伐採（3本）
*崩れた石垣の石の安定化（2か所）
*フェンス内が側の清掃

活動の結果
*クヌギ周囲の竹がなくなり、クヌギの大枝切りの準備ができた。
*あちこちに竹の枝葉の山ができてしまった。今後の処理をどうするか。

報告・連絡事項等

*北西側クヌギについて、3/26に隣家ご主人・真嶋さんと現地相談（高木・野口）
　隣家の負担で真嶋園に4本の枝下しをしてもらうこととなった。（地主さんも了承）
　邪魔になるモウソウチクの除伐と、切り落とした枝の処理は応援団で行うこととした。
*4/7真嶋園から3人来て、クヌギ4本の枝落としと幹の切り詰めをした。（高木・野口立合い）
*大量の枝等を処理をするため、4/20のステップアップ講座（竹垣つくり）は延期します。

自然観察の記録

*スイセン3種、ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノフグリ、ハナニラ、オオアラセイトウなど
*コブシ、サクラ（4日には3分咲きくらいでしたが、7日には満開でした）
 桜は日当たりがよくなったせいか、幹から新しい芽がたくさん出ています。
*階段のところに大きなカエルがいました（7日）

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　4月20日（水）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　　クヌギの枝の処理、竹垣の試行。
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
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
今年のオープンフォレストは実施しないことになりました。

記録者のコメント
（記録・野口功）

クヌギの花粉が飛ぶ前に枝おろしをするため、急遽モウソウチクを数十本伐採することにな
り、大変な作業でした。
クヌギの大枝の切り落としや幹の切り詰めは、真嶋園の職人さん3人で一日かかりました。
木に登っての作業は、とても見ごたえがありました。切り落とした枝には雄花の花穂がびっし
りついていて、まさに開花寸前でした。

　参加者：　14名
(１期）伊藤、小野、高木、深野　(２期）野口　(３期）張江　(４期）野坂
(5期）青木、田村、三角　（６期）松田、横山　（8期）井口、秋本

秋山の森　活動記録　第41回





2011年4月20日（水）10時～13時　天気：晴れ

活動内容

*切り落としたクヌギの枝の片付け
*散策路内のモウソウチクの伐採（モウソウチク林内20本、マダケ林側8本）
*道路沿いの除草・清掃
*モウソウチクの筍除去（200本弱）
*テングス病のマダケ枝葉の焼却（一山）
*倉庫前コンクリート斜面のイロハモミジを移植
*7期・紙敷石みやの森の境界柵用のマダケ収集

活動の結果

*クヌギの枝葉大方片付いたが、もう一回くらい作業が必要。
　シイタケの原木がたくさんできた。
*散策路内の竹の除伐は概ね終わった。残り数本。
*今回出ていた筍は、ほとんど除去した。
*前回の伐採とあわせて、モウソウチクの枝葉の山がたくさんできてしまい、今後の課題。

報告・連絡事項等
*地主の渡邊さんのお姉様ご夫妻が、作業の視察・タケノコ収穫に来られました。
　ご報謝をいただきました。

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月2日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　　クヌギの枝の処理、タケノコの除去など。
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

記録者のコメント
（記録・野口功）

枝を切り落とされたクヌギは、電柱のようで哀れ。切りおとされた枝･幹は、下から見えた以上に太
く、重い。横に張った大枝の年輪は大きく偏っているのが興味深かった。
これからひと月、いよいよ筍との格闘のシーズン。大きくてお化けみたいな筍だが、柔らかい。
伐採した竹を整理して並べれば、素敵な散策路になる。次は、池周辺の竹の伐採。
テングス病のマダケの枝葉の焼却は、伐採してすぐにやらないと胞子が散ってしまう。

参加者：　26+2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、
山下　(４期）中島、野坂 　(5期）青木、大石、田村、三角　（６期）松田、横山　（7期）小島、山下、
山野辺、（8期）秋本、（近隣）1名　　地主さん親族2名

次のページにも写真があります。

秋山の森　活動記録　第42回





2011年5月2日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側クヌギ1本の大枝の切り落とし
*同所で斜めに伸びたクヌギの伐倒（1本）
*切り落としたクヌギの枝の片付け、一部倉庫前に運搬
*散策路内のモウソウチクの伐採（モウソウチク林内10本、マダケ林側数本）
*マダケの伐採(4～50本）
*道路の除草・清掃
*モウソウチクの筍除去（200本弱）

活動の結果

*渡邊宅近くのクヌギの処理は、ほぼ完了（次回、今日枝落としをしたクヌギの幹の切り詰め）
　（伐倒1本、自力処理2本、真嶋園処理4本）
*散策路内の竹の除伐は完了。
*今回出ていた筍は、ほとんど除去した。
*モウソウチクの枝葉、クヌギの枝、切除した筍の処理が残っている。
*道路に積もったケヤキの落花などを掃除し、きれいになった。

報告・連絡事項等
4/29隣家渡邊さんの要請で、再度クヌギ処理を相談（高木・野口）、1本伐倒、もう1本の枝落とし
をすることとした（5/2実施）。
近くに積んだ竹の枝葉等は、渡邊さんが随時焼却などをしてくれることになった。

自然観察の記録
昆虫　ベニシジミ、キタテハ、ナミアゲハ、クサキリ
開花　ムラサキケマン、ウラシマソウ

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月2日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　　クヌギの枝の処理、タケノコの除去など。（午後は、八幡腰の森の除草）
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
一起の会　　6月に第2回の植樹祭を計画する
根っ子の会　5/7-8写真展、5/14田植え、餅つき

記録者のコメント
（記録・野口功）

これまでの最高人数の参加で、タケノコ除去は大いに進んだ。
クヌギの枝落としは、2段はしごの最上部からさらに上に登って、チェーンソーの片手操作の作
業で、これまでより一段上の難作業となった。

参加者：　33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、古谷、
中曽根　(４期）野坂 　(5期）青木、大石、田村、三角、古橋、池上、森嶋　（６期）松田　（7期）米
澤、米澤、山下、山野辺、（8期）秋本、大熊、川崎、児玉、斉藤　（近隣）2名

秋山の森　活動記録　第43回

曲った竹の 道路清掃



クヌギを高所で伐

マダケの処伐倒したクヌ



秋山の森　　活動記録　　第44回

　2011年5月18日(水)10時～12時30分　天気:晴れ
*北西側クヌギ1本の上部の切り落とし
*切り落としたクヌギの片付け、玉切り

活動内容 *散策路内のタケノコの伐採、現竹林外のタケノコ伐採
*マダケ林内孟宗タケノコの伐採、台地のタケノコ伐採
*道路の除草・清掃
*前回やり残しの林内伐採竹の片付け、清掃
*渡邊宅近くのクヌギの処理は完了

   *散策路内などのタケノコ残はなし。
活動の結果 *一部太くまっすぐなタケノコは残している。

*今回出ていた筍は、ほとんど除去した。
*道路は掃除し、きれいになった。
*林内と広場が、きれいになった。
*仮称初級講座6/1紙敷石みやの森9:45集合　

報告・連絡事項等 *ステップアップ講座6/29の場所は市民会館２０２室に変更
*剪定実習6/13の予定、詳しくは後日、申し込み高木さん
開花　マユミ、キツネアザミ、ヤブニンジン、カモゾグサ、マスクサ、キゥリグサ
　　　　ムラサキハナナ、ノバラ、ハルジオン、ホトケノザ、ヤブサビラコ　
　　　　ウシハコベ、オオイヌノフグリ、オニタビラコ、オニノゲシ、オヤブジラミ
　　　　カモシ゜ク゜サ、コハコベ、コヒルガオ、ノボロギク、ハルノノゲシ、
　　　　ムラサキケマン

自然観察の記録 他　　 ベニシジミ、キタテハ、ダイミョウセセリ、アゲハ、バッタの幼虫、カナヘビ
　　　　オオスズメバチ、ヒラタシデムシ、コメツキムシの一種　　　鳥　コゲラ
集合場所 　秋山の森
集合日時 　6月6日(月)10時

次回予定 車の同乗 　9:30八柱駅北口
　同乗希望者は松田さん(090-4436-0428)に事前申し込み

活動内容 　前回同様
必要道具 　通常の作業道具
八輝の会が5人も参加してくれて大変よかった。又、新規入会希望者が1名森

記録者のコメント にきてくれ八輝入会希望とのことも嬉しかった。
(記録・深野) 前回活動日から16日でほとんど竹になってしまっているタケノコもあった。

馬力？の全く衰えないAさん、Oさん(写真)にはホトホト感服し脱帽します。
（8期）秋本、川崎、斉藤、佐々木、高橋、（６期）松田、(5期）青木、大石、田村

参加者: 19名+3 (４期）野坂 、(３期）篠田、張江、山下、(１期）伊藤、小野、高木、高橋、深野
　植田、(緑ネット)吉田、岡本、(他)石原



2011年6月6日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*ごみ収集整理
*畑側草地の除草
*モウソウチクの伐採（池周り4本、マダケ林内7本）
*マダケの伐採(5本）
*倉庫前の釜掃除
*モウソウチクの竹の子除去（110本）

活動の結果
*畑側草地は南側を一部残して、おおむね1回目除草
*モウソウチクは今年の新竹はほとんどなし。
*強剪定したクヌギの周囲の竹は皆伐

報告・連絡事項等
バス道路の向かい側、紙敷新田の老人クラブの岡村会長さんが活動を視察に来られ、クラブとしても作
業への参加を検討するとのお話があった。

自然観察の記録 草地に蛇（アオダイショウ？）の子ども

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　6月15日（水）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）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

6/13（月）　ステップアップ講座番外編「剪定」9：30～　上本郷小林さん宅
6/18（土）　一起の会「第2回植樹祭」9：00八ヶ崎の森
6/29（水）　ステップアップ講座「公園行政と緑の保全について」14：00市民会館202室
7/13（水）　ステップアップ講座「一起の会活動」発表会　10：00八ヶ崎の森

記録者のコメント
（記録・野口功）

モウソウチクの筍は盛りを過ぎた。これから、古い竹の間伐。
マダケの筍は、多すぎない程度に残し、マダケ林の再生を図ろう。

参加者：　14名+1
①伊藤、小野、高木、深野　②野口　③張江、山下　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田、横山　⑧秋本、児玉
紙敷新田老人クラブ会長・岡村満和さん

秋山の森　活動記録　第45回



2011年6月15日（水）9時30分～12時　天気：曇り

活動内容

*収集ごみ回収の立ち合い
*モウソウチクの間伐（モウソウ林内20本、マダケ林内15本）
*マダケの伐採(10本）
*倒れたケヤキの枝切り（太枝５本）
*道路沿いの除草・清掃（バス通り側全部+東側1/3）

活動の結果 道路沿いは見違えるほどきれいになったが、モウソウチクはこのくらいではほとんど変化を感じない。

報告・連絡事項等
*西側道路から布団が一組投げ込まれていました。
*森の東南側の大きなお屋敷が解体され、巨木があった屋敷林も無残な更地になっていました。

自然観察の記録
モウソウチクの筍は盛りを過ぎ、マダケが一斉に出てきている。
クヌギの割れ目に、オオスズメバチやサトキマダラヒカゲなどが樹液を吸っていた。カブトムシも発見。
ナミアゲハ、ゴマダラチョウ、ヒカゲチョウ、セセリチョウＳＰ、キタテハ、ニホンカナヘビ

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　7月4日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　続き
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
6/29（水）　ステップアップ講座「公園行政と緑の保全について」14：00市民会館202室
7/13（水）　ステップアップ講座「一起の会活動」発表会　10：00八ヶ崎の森

記録者のコメント
（記録・野口功）

モスキート軍団の攻撃が始まった。スズメバチも徘徊。これからは熱中症も心配。
加えて、放射能？　みなさま、健康には十分ご注意を。

参加者：　21名+2
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　③篠原、張江　④中島、野坂
⑤青木、大石、田村　⑥松田、横山　⑦山野辺、⑧児玉、斉藤、佐々木、高橋、
(近隣)１(みどりと花の課）柏崎、栗原

秋山の森　活動記録　第46回



2011年7月4日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*高木さんが9時前から駐車場の草刈
*モウソウチクの間伐（モウソウ林内25本、マダケ林内12本）
*伐採した竹置き場を設置（2か所）、伐採竹の運搬整理
*マダケの伐採(28本）
*倒れたケヤキの太い枝を切りとって積み上げ（そろそろ限界？）
*畑沿いの草地の除草（刈払機1台、他手刈り）
*竹の枝葉をチッパーで処理

活動の教訓

*チッパーは、古い竹枝は刃の間を通過してしまうのが少なくない。
　葉がついている新しい枝は、細かいチップになる。しかし機械に詰まりやすい。
*ヒヤリハット１件。
　モウソウチクの枝に太い木の枯枝が掛かっていた。そのことには気づいていたが、伐採した際、
　太枝が落下。かろうじて直撃を免れたが、一人の肩を掠って落ちた。もう一人は尻もちをついた。
*作業広場のビニールシート上に。大きな枝が落下していた。他にも枯枝はたくさんあり、要注意。

報告・連絡事項等
*地主の渡邊さんが来られ、寸志をいただいた。
*紙敷新田老人クラブの会長さんが来られ、手作りの竹トンボを200本ほど寄贈された。

自然観察の記録
*ノシメトンボがたくさん飛んでいた
*強剪定して柱のようになったたクヌギも、たくさん枝葉をのばしている。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　7月20日（水）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　続き
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等 7/13（水）　ステップアップ講座「一起の会活動」発表会　10：00八ヶ崎の森

記録者のコメント
（記録・野口功）

モスキート軍団の攻撃が始まった。スズメバチも徘徊。これからは熱中症も心配。加え
て、放射能？　みなさま、健康には十分ご注意を。

参加者：　19名+2
①伊藤、小野、佐竹、高木、深野、森田　②野口　③早川、張江、山下　④野坂
⑤青木、田村　⑥横山　⑦山野辺、⑧石原、児玉、佐々木、高橋
渡邊さん、紙敷新田老人会岡村さん

秋山の森　活動記録　第47回





2011年8月1日（月）10時～12時　天気：曇り後晴れ

活動内容

*東側フェンス・道路脇の除草
*バス道路側の清掃
*畑沿いの草地の除草（刈払機1台、他手刈り）
*マダケ林内のモウソウチクの除伐（8本）
*モウソウチクの間伐（3本）
*マダケの伐採(20本）
*南側広場の除草（４分の１くらい）

活動の成果
*東側フェンス沿いは、全員でかかり、作業第一ラウンドで一気に完了した。
*畑側草地のメヒシバの除草は終わったが、カナムグラはせいぜい1割程度。
*マダケ林内のモウソウチクの除伐は、ほぼ終了した。

報告・連絡事項等 *次回活動日の午後、八幡腰の森の除草作業をします。

自然観察の記録
*カナムグラを食草とするキタテハ。ナミアゲハ、カラスアゲハ？。
*タマムシが丸太に産卵中。カブトムシ多数。ノシメトンボがたくさん飛んでいた
*強剪定して柱のようになったたクヌギも、たくさん枝葉をのばしている。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　8月17日（水）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　続き（カナムグラ除草など）
必要道具　　通常の作業道具。可能な方は刈払機を。

各団体の行事等

一起の会・囲いやま森の会:8/28森の楽校（囲いやまの森）
三樹の会:8/6レッツ体験（第2回）
四季の会：9/17学生2名（花王助成団体の活動への参加）
根っ子の会：8/3虫ハカセになろう！　8/23夏休み工作づくり

記録者のコメント
（記録・野口功）

一か月ぶりの作業。カナムグラの繁茂がすごい。マダケもたくさん伸びている。
晴れていると作業がつらい東側フェンスの除草に力を集中し、たちまちきれいになった。
カナムグラはまだまだ。今、徹底的にやっておけば、来年は少なくなることを期待して、
夏の間は、毎回除草が中心的な作業になりそう。

参加者：　15名
①小野、高木、深野　②野口、三嶋　③早川、山下　④中島、野坂
⑤青木　⑥松田、横山　⑦山野辺、⑧大熊、近隣1名

秋山の森　活動記録　第48回



2011年8月17日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側渡邊宅前のカナムグラなどの除草
*バス道路側のササ刈り
*モウソウチクの間伐（8本）
*マダケの伐採(25本）
*南側広場の除草（４分の１くらい）

活動の成果

*渡邊宅前のカナムグラの除草は約半分
*マダケ林はだいぶ空いてきました
*除草に手が取られ、モウソウチクの間伐は少しずつです
*バス通り側は、囲いからはみ出たササをはさみで丁寧に刈り込み

報告・連絡事項等
*お隣の渡邊さんから、お茶・氷。
おせんべいの差し入れをいただきました。感謝。

自然観察の記録
*ミョウガがたくさん収穫できました。
*キタテハがたくさん飛んでいました。
*広場のクリが実ってきました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　9月5日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　続き（カナムグラ除草など）
必要道具　　通常の作業道具。可能な方は刈払機を。
次々回(９月２１日）は、秋山の活動を中止し、八幡腰の森の作業をします。

各団体の行事等

一起の会・囲いやま森の会:8/28森の楽校（囲いやまの森）
三樹の会:8/6レッツ体験（第2回）
四季の会：9/17学生2名（花王助成団体の活動への参加）
根っ子の会：8/23夏休み工作づくり

記録者のコメント
（記録・野口功）

とにかく暑いの一語。

参加者：　16名
①高木、高橋、深野　②野口、三嶋　③須藤、早川、張江　④中島、野坂
⑤青木、田村　⑥松田、横山　根っ子の会・菊地　近隣1名

秋山の森　活動記録　第49回



2011年9月5日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側渡邊宅前のカナムグラなどの除草（ほぼ完了）
*畑沿いのメヒシバなどの除草
*バス道路側のササ刈り・清掃
*バス道路側フェンス内側（幅1ｍくらい）のササ刈り・清掃
*モウソウチクの間伐（23本）、切り株の切除（20本）
*マダケの伐採(35本）
*バス道路の歩道上に伸びたケヤキの枝の切除（近隣住民からの要請）

活動の成果

報告・連絡事項等

自然観察の記録

*前回に続きミョウガがたくさん収穫できました。
*ササの葉があちこちで白化していました。原因不明。
*雨の後で、いろいろなキノコが生えていました。
＊ダイミョウセセリ、ゴマダラチョウ、タマムシ、クワガタ、クロアゲハ、コオロギｓｐ
*ミズヒキソウ、ハエドクソウ
*前回カナムグラを刈って日当たりが良くなった草地にメヒシバが群生。
　前回刈残したカナムグラは花が咲いて種も落ち始めていました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　10月3日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み
活動内容　 続き
必要道具　通常の作業道具。
次回定例日(９月２１日）は、秋山の活動を中止し、八幡腰の森の作業をします。

各団体の行事等

記録者のコメント
（記録・野口功）

暑さも少ししのぎやすくなってきました。夏草との格闘も終わりに近づきました。
ようやく、また竹の間伐に力を入れられそうです。

参加者：　20名
①伊藤、小野、高木　②野口、三嶋　③早川、張江　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田、横山　⑧井口、大熊、児玉、斉藤、佐々木、佐野、高橋　近隣1名

秋山の森　活動記録　第50回




