
2011年10月3日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチクの伐採（約25本）
*マダケの伐採（約50本）
*落枝の片付け
*外回り、通路の清掃
*階段近くのサワラの枝おろし

報告・連絡事項等

*9/22台風の後を見回り（高木・野口）。
　隣の渡邊宅前と歩道の一面に散っていた竹・クヌギの枝葉を清掃（渡邊さんから礼の電話）
　地主の渡邊さんも来て、道路清掃をしていた。
*事故報告
　切り倒したモウソウチクを短く切った際、切った先の竹が跳ねて、切っていた人の顎を直撃。
　上前歯2本の先端が欠けた。（八輝の会　Ｉさん）

自然観察の記録

*階段近くのサワラが途中から折れていた
*竹もかなり台風で折れていた
*広場のヤマグリの実がたくさん
*ヒガンバナ満開

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月7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。

記録者のコメント
（記録・野口功）

台風の威力はすごい。
事故を反省。

参加者：　15名
①伊藤、小野、高木、深野　②野口　③張江　④野坂　⑤田村
⑥松田　⑧石原、大熊、児玉、斉藤、佐々木、高橋

秋山の森　活動記録　第51回



2011年10月19日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチクの伐採、片付け（約25本）
*マダケの伐採、片付け（約50本）
*東側フェンス沿いの草刈、清掃
*草地のクヌギの折れた枝の一部切除、片付け
*階段近くのサワラの枝おろし、折れた幹上部の除去

活動の成果
*ここ数回の女性陣の活動で、両面のフェンス沿いが、すっかりきれいになりました
*竹林は、少しずつ空いてきましたが、まだまだです。いつまで続くやら。
*懸案だった階段上のサワラがだいぶすっきりしました。

報告・連絡事項等
近くのマンション在住の女性から電話があり、10/23森を案内しました。
土日に作業日を設定できれば、若い人を集めて参加したいとのことでした。
次回連絡会で検討すると約束しました。

自然観察の記録 *今年のジュズダマは実りが悪い。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月7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 11/3　根木内歴史公園　音楽会

記録者のコメント
（記録・野口功）

高木さんが不在なので、２段はしごに登ってサワラの枝おろし。少し怖かったが、痛快。

参加者：　14名
①伊藤、小野、高橋、深野　②野口、三嶋　③張江、早川　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田　⑧川崎、高橋

秋山の森　活動記録　第52回



2011年11月7日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチクの伐採、片付け（約30本）
*マダケの伐採、片付け（約40本）
*駐車場の除草、清掃
*草地のクヌギの折れた枝（径15ｃｍ、他）の切除、片付け
*池まわりのシュロの除伐（約１０本）

活動の成果
*駐車場が、半分、とてもきれいになりました。
*池まわりが明るくなったような感じがします。

報告・連絡事項等
11/13秋山の森で千葉大園芸学部環境コミュニケーション論の野外講義と実習。
５０人前後。午前中は高橋盛男さんの講義と森の案内。午後、竹伐採を中心に作業実習。
特に午後の作業実習の指導・安全確保に人手が必要です。ご協力をお願いします。

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月16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。

記録者のコメント
（記録・野口功）

２連はしごに登って、クヌギの大枝の切り落としは、緊張しました。
池の周囲の竹を切って明るくなれば、とても良いスペースになりそう。水底の掃除も必
要。

参加者：　12名 ①小野、深野　②野口　③張江、早川　⑤青木、田村 ⑥松田　⑧大熊、児玉、斉藤、高橋

秋山の森　活動記録　第53回

明るくなってきた池ま

ヒトヨタケの仲間？

折れた枝を切除したクヌ高所作業 駐車場も除



2011年11月13日（日）9時～15時30分　天気：晴れ

活動内容
*千葉大学園芸学部「環境コミュニケーション論」実習の受け入れ
　午前：2班にわけて、講義（高橋盛男さん）と森の案内
　午後：6班にわけて、竹林整備体験（竹の伐採と片付け）

活動の成果 多人数の威力で、孟宗竹林内の伐採竹と枝葉の山がきれいに片付きました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　11月16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）に事前連絡）
活動内容　 続き
必要道具　通常の作業道具。

記録者のコメント 大半が女子学生なのに驚きました。

参加者：13名+35
①伊藤、高木、深野　②野口　③早川　④中島、野坂、⑤青木、田村
⑥松田　⑦山野辺　⑧大熊、佐々木　千葉大関係＝学生・スタッフ　約35名

秋山の森　活動記録　第54回(臨時）



2011年11月16日（水）10時～12時　天気：寒風→晴れ

活動内容

*ごみ収集・分別。バス停周辺の清掃
*モウソウチクの伐採、片付け（12本）
*強風で折れたマダケの伐採、片付け（約20本）
*駐車場の除草、清掃（前回の残り）

活動の成果 *プラごみ6袋、缶1袋、ビン1袋、燃えるごみ4袋、大型テレビ1、ポット1、掃除機1、プラ管1、傘1

報告・連絡事項等
12/2（金）午後、千葉大学生8名が、実習で森に来ます。
12/4（日）10時　近隣の若い方々の作業体験受け入れ

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5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。

記録者のコメント
（記録・野口功）

寒くなってきた。
南東部のマダケ林の中に、不法投棄ごみ。近くの学生。ノートなど名前のわかるものもあ
り。あきれた。

参加者：　15名
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　③張江　④野坂、⑥松田　⑦山野辺、
⑧大熊、斉藤、佐々木、高橋　（近隣）1名

秋山の森　活動記録　第55回



2011年12月4日（日）10時～13時　天気：寒風→晴れ

活動内容

*秋山在住者ほかの若い方々の作業体験受け入れ
　　松戸の樹林地の現状や里やま応援団活動などの説明
　　森の案内
　　モウソウチク伐採・整理作業体験の指導（３人×３班）
　　昼食をとりながら懇談

活動の成果

報告・連絡事項等

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21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　倉庫の片付け、周辺清掃など
必要道具　通常の作業道具。

記録者のコメント
（記録・野口功）

来訪された方々は、国際色豊かで、松戸市内だけでなく、東京や神奈川からも。
大変意欲的で、何人かでグループを作って、継続的にかかわりたいとの希望。
新しい動きで、今後が楽しみ。

参加者：　9名+9
①伊藤、小野、高木、深野　②新井、野口　⑤田村、⑥松田、⑧高橋
作業体験者　男性３名、女性６名

秋山の森　活動記録　第56回



2011年12月5日（月）10時～13時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチクの伐採、片付け（17本）
*マダケの伐採(２５本）、片付け（約20本）
*畑際の除草
*千葉大学大学院「環境造園プロジェクト実習Ⅱ」の現地実習の受け入れ
　　松戸里やま応援団活動などの説明
　　森の案内
　　モウソウチク伐採・片付け作業体験の指導
　　昼食をとりながら懇談

活動の成果

報告・連絡事項等

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21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　倉庫の片付け、周辺清掃など

１月２日（月）は、休みとします。
１月１８日（水）は、作業後、森で新年会を行います。

記録者のコメント
（記録・野口功）

学生の実習は、秋山の森を事例として、都市の民有樹林地の開かれた活用のためのマネジ
メントプランを作成するというもの。結果がでたら、我々にも発表して意見交換する機会
を持ちたいとのこと。成果が楽しみ。

参加者：13名+11
①伊藤、小野、高木　②野口、三嶋　③張江　④野坂、⑤青木、田村　⑥松田
⑧児玉、佐々木、高橋
千葉大学　教員２名、学生９名

秋山の森　活動記録　第57回



2011年12月21日（水）10時～13時　天気：晴れ

活動内容

*道路の落ち葉清掃。
*倉庫の片付け、廃材の焼却
*モウソウチクの伐採、片付け（12本）
*マダケの伐採、片付け（約30本）
*通路のササ刈り
*池に沈殿した竹の葉などの掻き揚げ
*竹の枝葉の粉砕処理
*千葉大学大学院「環境造園プロジェクト実習Ⅱ」の現地実習の受け入れ（実況見分）

自然観察の記録 井戸の壁にｹﾞｼﾞ（オオｹﾞｼﾞ？）がたくさんいました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　1月18日（水）10時
車の同乗　　八柱駅からの車の送迎はありません。
活動内容　　通常の作業後、森で新年会（飲み物は各自持参。飲酒後、運転厳禁）
必要道具　　通常の道具

１月２日（月）は、休みとします。

記録者のコメント
（記録・野口功）

作業開始時は寒かったけど、とてもきれいになりました。

参加者：16名+6
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　③早川　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田 ⑧井上、斉藤、佐々木、富士原、近隣1名
千葉大学　教員1名、学生5名

秋山の森　活動記録　第58回



2012年1月18日（水）10時～15時　天気：晴れ

活動内容
*池周辺その他、モウソウチク伐採（約30本）
*マダケ林の整備
*トン汁・バーベキューで新年会

活動の成果 *池の周囲がだんだん明るくなってきた

報告・連絡事項等
*地主の渡邊さんから酒希料をいただきました。
*ベビーカーなどの不法投棄がありました。

自然観察の記録 （国分川にオナガガモが数羽飛来していました）

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　2月6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　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

楽しく意見交換がはずみました。

参加者：21名+1
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　③須藤、早川　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田、横山 ⑦山野辺　⑧石原、井上、大熊、川崎、児玉、斉藤、高橋
渡邊さん

秋山の森　活動記録　第59回



2012年2月6日（月）10時～11時　天気：曇り後雨

活動内容

*池周辺その他、モウソウチク伐採（約30本）
*モウソウチク林内の切り株の伐り取り（72本）
*マダケ林の整備(約50本）
*畑側のマダケ伐採（4本）、ササ刈り
*通路の清掃
*不法投棄ごみの片付け

活動の成果 *モウソウチク林内の通路の西側は、ほぼ間伐が終わりました。

報告・連絡事項等
*2/2バス停向かい側工具店の家主から、落ち葉の苦情電話があり、翌2/3に現地で会って話を聞
　き、　6袋の落ち葉を回収、渡邊さんに報告kしました。（野口・松田）
*東側フェンス内にかばん・段ボール・プラケースなどの不法投棄がありました。

西さんグループ
*1/21西さん他1名と、今後の活動について協議しました。（高木・野口・深野・松田）
*次回活動：2月11日（土）10時

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15日（月）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口
　　　　　　　　同乗希望者は野口（047-345-6086or080-1098-5962）に事前申し込み
活動内容　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

森に着くと、もう青木さんが不法投棄ごみを片付けており、通路は伊藤さんがきれいに掃
き清めていました。感謝！
雨のため、作業は1サイクルだけで終了しました。

参加者：13名
①伊藤、小野、高木、深野　②野口　④野坂　⑤青木、田村
⑥松田、横山　⑧石原、井上、高橋

秋山の森　活動記録　第60回

不法投モウソウチクの整備完



2012年2月15日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*モウソウチク伐採（約25本）
*モウソウチク林内の切り株の伐り取り（65本）
*伐採したマダケの枝葉処理
*枯木２本伐倒
*道路フェンス沿いの落ち葉清掃
*通路・階段の除草・清掃

活動の成果 階段、通路がとてもきれいになりました。

報告・連絡事項等

オープンフォレスト秋山の森公開日
　５月１３日（日）、１７日（木）、２０日（日）
５月の２回目の定例活動日（１６日）は、１７日に変更します。
１３日は各森一斉公開なので、
秋山の森の方に参加できる方を選出してください。

Save the Green
        @
   Akiyama

*西さんのグループは左記の名称となりました。
*２月１０日は４名（応援団４名）。
竹伐採と、台地部の中に丸くササを刈って広場に。
　階段脇のサワラと台地上のスギ１本の枝打ち（応援団）
*次回活動：3月10日（土）10時

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　2月15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　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

今日だけは少し暖かいという予報でしたが、やはり寒い。森の中はまだ春の兆しは
あまり感じられません。

参加者：13名
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　④野坂　⑤青木、田村
⑦山野辺　⑧大熊、児玉、斉藤

秋山の森　活動記録　第61回

階段と通



2012年3月21日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容
*モウソウチク伐採（約40本）　　　　　　*マダケの伐採（50-60本）　　　*枯木２本伐倒
*道路フェンス沿いの落ち葉清掃　　　*風呂の焚口を確認

活動の成果 天狗巣病のマダケ伐採はほぼ終わりました。　池のまわりがだいぶ明るくなりました。

報告・連絡事項等

*東側道路沿いのフェンス内にたくさんゴミが投げ込まれていました。
 （ビニールの大袋1、弁当空などのビニール袋10以上）
*東側道路に張り出していた枝が切られていました。地主さんの了解を得て東電が切ったそうです。
*井戸の釣瓶用滑車を作ってみました（野口）

Save the Green
        @ Akiyama

3/10　2名（応援団3名）
　雨だったので、西さん宅で意見交換をしました。

自然観察の記録 オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ショカツサイ、ムラサキケマン、ラッパスイセン、フキ

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　4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　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

前回雨で休み、1か月ぶり。だいぶ春らしくなりました。北西側ではフキが一面に咲いてい
ます。
里やまＱ（9期）のみなさんが参加されて久しぶりに20名を超え、作業が進みました。

参加者：21名+1
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②新井、野口　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田
⑧井上、児玉、斉藤、佐々木、高橋　⑨太田、大峡、桑鶴、小泉、　　近隣・植田
小泉さんのお孫さん

秋山の森　活動記録　第62回

明るくなった池周辺 東側の道路

フキノトウがいっぱい井戸の滑車


